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の役職

001 浅沼　康一 札幌医科大学医学部附属病院 検査部 評議員
002 芦原　義弘 ㈱富士レビオ 信頼性保証部門 評議員
003 阿部　正樹 東京慈恵会医科大学附属病院 中央検査部 評議員
004 天谷　初夫 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
005 荒木　秀夫 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部第一臨床化学 評議員
006 安藤　秀実 駿河台日本大学病院 臨床検査部 評議員
007 安東　由喜雄 熊本大学大学院医学薬学研究部 神経内科学分野 評議員
008 飯塚　儀明 筑波大学付属病院検査部 生化学 評議員
009 池田　勝義 熊本大学医学部附属病院 中央臨床検査部 評議員
010 池淵　研二 埼玉医科大学病院 中央検査部　輸血・細胞移植部 評議員
011 石井　潤一 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 評議員
012 石井　利明 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 評議員
013 石川　隆志 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 評議員
014 石島　道邦 つくば臨床検査教育・研究センター 検査部企画部 評議員
015 伊瀬　恵子 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
016 磯部　和正 筑波大学大学院人間総合科学研究科 臨床病理 役員（理事）
017 市原　清志 山口大学医学部 保健学科病態検査学講座 評議員
018 一山　智 京都大学医学部附属病院 検査部 評議員
019 伊藤　耐子 医療法人社団仁和会　聖園病院 臨床検査科 評議員
020 糸賀　  栄 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
021 稲田　政則 虎の門病院 臨床検体検査部 評議員
022 今福　裕司 佐久市立国保浅間総合病院 評議員
023 鵜澤　龍一 鵜澤医院 評議員
024 宇治　義則 富山大学附属病院 検査部 評議員
025 氏家　真二 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 評議員
026 及川　仁 筑波大学附属病院 検査部 評議員
027 大石　向江 東京都健康安全研究センター 精度管理室 評議員
028 大久保　滋夫 東京大学医学部附属病院 検査部　臨床化学 評議員
029 大澤　春彦 愛媛大学大学院医学系研究科 分子遺伝制御内科学 評議員
030 大島　久二 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 評議員
031 大須賀　裕至 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 評議員
032 多田　正人 山梨大学附属病院 検査部 評議員
033 大塚　喜人 亀田総合病院 臨床検査管理部 評議員
034 大山　正之 千葉大学医学部附属病院 検査科 評議員
035 岡田  元 安城更生病院 臨床検査技術科 評議員
036 岡田　健 岡山大学病院 医療技術部 評議員
037 岡野　芳幸 筑波大学附属病院 検査部 評議員
038 岡山　昭彦 宮崎大学医学部 内科学講座免疫感染病態学分野 評議員
039 岡山　直子 山口大学医学部附属病院 検査部 評議員
040 奥田　優子 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院 臨床検査部 評議員
041 小倉　克巳 高知大学医学部附属病院 検査部 評議員
042 尾崎　由基男 山梨大学医学部 臨床検査医学 評議員
043 尾鼻　康朗 近畿大学医学部奈良病院 救命救急科 評議員
044 梶川　達志 香川大学医学部附属病院 検査部 評議員
045 片岡　浩巳 高知大学医学部附属医学情報センター 評議員
046 加藤　隆則 ㈱日立製作所　ひたちなか総合病院 検査技術科 評議員
047 神山　清志 浦和医師会メディカルセンター 評議員
048 亀子　光明 パーツ大学 評議員
049 栢森　裕三 九州大学大学院医学研究院 保健学部門　検査技術科学分野 評議員
050 刈米　和子 財団法人東京都保健医療公社 荏原病院　検査科 評議員
051 川合　陽子 国際医療福祉大学 順和会山王病院　臨床検査部 評議員
052 神田　智之 筑波大学附属病院検査部 評議員
053 康　東天 九州大学病院 検査部 評議員
054 菊池　春人 慶應義塾大学医学部 臨床検査医学 評議員
055 岸　孝彦 愛知医科大学病院 中央臨床検査部 評議員
056 北川　文彦 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 評議員
057 北島　勲 富山大学大学院　医学薬学 臨床分子病態検査学 評議員
058 木村　聡 昭和大学横浜市北部病院 臨床検査科 評議員
059 金原　清子 虎の門病院 臨床化学 評議員
060 櫛引　健一 岸和田徳洲会病院 臨床検査科 評議員
061 久保田　浩 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 評議員
062 久米  幸夫 東京大学医学部附属病院 検査部 評議員
063 黒田　雅顕 帝京大学 医療技術学部臨床検査学科 評議員
064 河口　勝憲 川崎医科大学附属病院 中央検査部 評議員
065 古田島　伸雄 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
066 斎藤　篤 岩手医科大学病院 中央臨床検査部 評議員
067 斉藤  友幸 茨城県筑西市民病院 臨床検査科 評議員
068 榊　徹 ㈱エイアンドティー 評議員
069 坂本　秀生 神戸常盤大学　保健科学部 医療検査学科　 評議員
070 佐藤　信博 東邦大学医療センター　大森病院 臨床検査部 評議員
071 澤部　祐司 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
072 志賀　修一 京大病院 検査部 血液 評議員
073 靜　怜子 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
074 嶋田　昌司 天理 よろづ 相談所病院 臨床病理部 評議員
075 清水　一範 放射線医学総合研究所 重粒子医科学ｾﾝﾀｰ病院 臨床検査室 評議員
076 〆谷　直人 国際医療福祉大学　熱海病院 臨床検査部・教授 評議員
077 常名　政弘 東京大学医学部附属病院 検査部 評議員
078 白井　秀明 （独）労働者健康福祉機構　千葉労災病院 臨床検査科 評議員
079 末岡　榮三郎 佐賀大学医学部附属病院 検査部 評議員
080 末広　寛 山口大学大学院　医学系研究科 情報解析医学系学域臨床検査医学分野 評議員
081 末吉　茂雄 千葉県循環器病センター 検査部検査科 評議員
082 杉浦　哲朗 高知大学医学部 病態情報診断学 役員（理事）
083 諏訪部　章 岩手医科大学 医学部臨床検査医学 評議員
084 清島　満 岐阜大学大学院医学系研究科 病態情報解析医学 評議員
085 清宮　正徳 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
086 曽川　一幸 麻布大学 生命・環境科学部食品生化学研究所 評議員
087 高笠　信之 関東化学㈱ ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ部 評議員
088 高木　康 昭和大学病院　 臨床検査部 評議員
089 髙橋  和男 獨協医科大学 日光医療センター 臨床検査部 評議員
090 高橋　義孝 日水製薬㈱ 総務部 評議員
091 高柳　美伊子 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科 評議員
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092 田窪　孝行 大阪医科大学　総合診断・治療学講座 臨床検査医学教室　 評議員
093 竹内　啓晃 高知大学医学部附属病院 検査部・病態情報診断学 評議員
094 竹岡　啓子 大阪大学医学部附属病院 医療技術部検査部門 評議員
095 竹越 　一博 筑波大学大学院人間総合科学研究科 臨床病理 評議員
096 竹島　秀美 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部 評議員
097 田中　晶子 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 検体検査ｼｽﾃﾑ事業部　開発担当 評議員
098 田中  京子 福島県立医科大病院 検査部 評議員
099 田中　靖人 名古屋市立大学 病態医科学　中央臨床検査部 評議員
100 玉井　誠一 防衛医科大学校病院 検査部 評議員
101 茆原　順一 秋田大学大学院医学系研究科 感染・免疫アレルギー・病態検査学 評議員
102 土屋　達行 駿河台日本大学病院 臨床検査医学科 評議員
103 東田　修二 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科医学部 評議員
104 通山　薫 川崎医科大学 検査診断学 評議員
105 戸塚　実 東京医科歯科大学 大学院保健衛生学研究科 評議員
106 長井　篤 島根大学医学部 臨床検査医学講座 評議員
107 中居  恵子 岩手医科大学歯学部総合歯科講座歯科内科分野 非常勤講師 評議員
108 中島　康仁 松下記念病院 中央検査部 評議員
109 中村　準二 山口大学医学部附属病院 検査部 評議員
110 奈良　信雄 東京医科歯科大学 臨床検査医学 役員（監事）
111 難波　俊二 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 評議員
112 南木　融 筑波大学付属病院 検査部　遺伝子検査 評議員
113 西堀　眞弘 国際医療福祉大学 医療福祉・マネジメント学科 評議員
114 二瓶　司 鉾田病院 検査室 評議員
115 登　勉 三重大学大学院医学系研究科 臨床検査医学分野 評議員
116 野村　文夫 千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学 役員（理事）
117 芳賀　利一 三井記念病院 評議員
118 萩原　三千男 東京医科歯科大学医学部附属病院 検査部 評議員
119 羽角　安夫 佐野厚生総合病院 検査科 評議員
120 林  正好 シスメックス株式会社 取締役　専務執行役員 評議員
121 春木　宏介 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部 評議員
122 坂東　史郎 愛媛県立医療技術大学 臨床検査学科 評議員
123 坂場　幸治 防衛医科大学校病院　 検査部　輸血・血液浄化療法部 評議員
124 東　克巳 杏林大学　保健学部 臨床血液学 評議員
125 菱沼　昭 獨協医科大学 臨床検査医学 評議員
126 廣瀬　春香 横浜市立大学附属市民総合医療センター　 臨床検査部 評議員
127 福田　篤久 大阪府立泉州救命救急センター 評議員
128 福武　勝幸 東京医科大学 臨床検査医学講座 評議員
129 福永　壽晴 金沢医科大学 医学教育学教室 評議員
130 藤田　孝 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 評議員
131 藤巻　慎一 天理医療大学 医療学部　臨床検査学科 評議員
132 藤本　一満 株式会社ファルコバイオシステムズ 総合研究所 評議員
133 舩渡　忠男 東北福祉大学　 健康科学部　医療経営管理学科 評議員
134 古田　耕 国立がん研究センター中央病院 臨床検査部 評議員
135 星野　忠 日本大学医学部病態病理学系 臨床検査医学分野 評議員
136 細萱　茂実 香川県立保健医療大学教養部 役員（理事）
137 堀内　裕次 獨協医科大学 臨床検査部 評議員
138 本田　孝行 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 評議員
139 本間　優 三越診療所 検査室 評議員
140 町田　哲男 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
141 松尾　収二 天理医療大学 医療学部臨床検査科 評議員
142 松下　一之 千葉大学大学院医学研究院 分子病態解析学 評議員
143 松原　朱實 広島大学病院 検査部 評議員
144 松本　祐之 名古屋大学医学部附属病院 検査部 評議員
145 三井田　孝 順天堂大学医学部 臨床検査医学 評議員
146 三島　清司 島根大学医学部附属病院 輸血部 評議員
147 三橋　知明 埼玉医科大学総合医療センター 中央検査部 評議員
148 三村　智憲 株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ製品事業本部那珂事業所 評議員
149 宮地　勇人 東海大学　医学部　 基盤診療学系　臨床検査医学 評議員
150 宮下　徹夫 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部 評議員
151 宮島　栄治 横浜市立大学医学部 臨床検査医学 評議員
152 村上　正巳 群馬大学大学院医学系研究科 病態検査医学 役員（理事）
153 村田　満 慶應義塾大学病院　 中央臨床検査部 評議員
154 村野　俊夫 三菱化学メディエンス株式会社 診断検査事業本部 信頼性保証部 評議員
155 森下　芳孝 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科 評議員
156 盛田　俊介 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 評議員
157 森本　徳仁 高知大学医学部附属病院 検査部 評議員
158 矢澤　直行 昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査部 評議員
159 矢冨　裕 東京大学大学院医学系研究科 臨床病態検査医学 評議員
160 柳澤　康裕 つくばアイラボ 評議員
161 矢部　茂季 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
162 山内　一由 筑波大学大学院人間総合科学研究科 臨床病理 評議員
163 山口　忠幸 シスメックス株式会社 学術本部　学術情報部 評議員
164 山下　計太 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科 評議員
165 山田　修 岡崎市民病院 情報管理室 評議員
166 山田　俊幸 自治医科大学 臨床検査医学 評議員
167 山舘　周恒 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部 評議員
168 山中　茂雄 高知大学医学部附属病院 検査部 評議員
169 山根　誠久 琉球大学　 医学部　臨床検査医学 評議員
170 山本　慶和 天理医療大学 臨床検査学科 評議員
171 横田　浩充 東京大学医学部附属病院 検査部 評議員
172 吉田　俊彦 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
173 米澤　広美 横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部 評議員
174 米田　孝司 天理医療大学医療学部 臨床検査学科 評議員
175 四方田　幸恵 群馬大学医学部附属病院 検査部 評議員
176 和田　隆志 金沢大学 医薬保健研究域　医学系　血液情報統御学 評議員
177 渡邉　淳 日本医科大学付属病院 ゲノム先端医療部 評議員
178 渡邊　卓 杏林大学医学部 臨床検査医学 評議員
179 渡辺　直樹 札幌医科大学医学部 臨床検査医学講座 評議員
180 渡邊　正治 千葉大学医学部附属病院 検査部 評議員
181 渡邉　真博 つくば臨床検査教育・研究ｾﾝﾀｰ 評議員


