２０２２・２０２３年度 日本臨床検査医学会 役員名簿
[常任理事]
理事長

大西 宏明（杏林大学）

副理事長/チーム医療・WLB・統合システム担当 田部 陽子（順天堂大学）
会計/編集・広報・会則改定担当

〆谷 直人（国際医療福祉大学）

総務/保険関連・倫理問題担当

古川 泰司（帝京大学）

[理

事]

教育・専門医担当

木村

聡（昭和大学）

標準化・学術集会企画担当

日高

洋（大阪大学）

検査項目コード・遺伝子担当

松下 一之（千葉大学）

EBLM担当

満田 年宏（東京女子医科大学）

医療安全・地域医療担当

森兼 啓太（山形大学）

ガイドライン・ICD-11担当

吉田

学会賞・国際担当

井上 克枝（山梨大学）

病理担当

下

日臨技・精度管理・検査室医療評価担当

堀田多恵子（九州大学）

学術担当

矢冨

裕（東京大学）

北海道支部

髙橋

聡（札幌医科大学）

東北支部

志村 浩己（福島県立医科大学）

関東・甲信越支部

東田 修二（東京医科歯科大学）

東海・北陸支部

伊藤 弘康（藤田医科大学）

近畿支部

山﨑 正晴（奈良県立医科大学）

中国・四国支部

大澤 春彦（愛媛大学）

九州支部

栁原 克紀（長崎大学）

博（東京慈恵会医科大学）

正宗（東葛病院）

[支部理事]

[監

事]
古田

耕（うらやす和楽苑）

諏訪部 章（岩手医科大学）

[2022・2023年度 日本臨床検査医学会 各種委員会委員長名簿]
●学術推進化委員会

浅井さとみ（東海大学）

●編集委員会

吉田

●教育委員会

植木 重治（秋田大学）

●臨床検査点数委員会

松下 一之（千葉大学）

●学会賞委員会

飯沼 由嗣（金沢医科大学）

●標準化委員会

三井田 孝（順天堂大学）

●精度管理委員会

小池由佳子（虎の門病院）

●EBLM委員会

佐藤

●倫理委員会

木村 孝穂（群馬大学）

●利益相反委員会

山﨑 正晴（奈良県立医科大学）

●ガイドライン作成委員会

田中 靖人（熊本大学）

●検査項目コード委員会

内海

健（九州大学）

●広報委員会

木村

聡（昭和大学）

●臨床検査室医療評価委員会

松下 弘道（慶應義塾大学）

●遺伝子委員会

松井 啓隆（熊本大学）

●国際委員会

下澤 達雄（国際医療福祉大学）

●医療安全委員会

三枝

●会則改定委員会

田部 陽子（順天堂大学）

●チーム医療委員会

小谷 和彦（自治医科大学)

●学術集会企画委員会

栁原 克紀（長崎大学）

●ワークライフバランス委員会

西川 真子（東京大学）

博（東京慈恵会医科大学）

正一（順天堂大学）

淳（神戸大学）

●統合システムに基づく臨床検査のあり方委員会

田部 陽子（順天堂大学）

●新型コロナウイルスに関するアドホック委員会

栁原 克紀（長崎大学）

●地域医療における臨床検査に関するアドホック委員会

小谷 和彦（自治医科大学）

●ICD-11委員会

末岡栄三朗（佐賀大学）

●評議員審査委員会

大西 宏明（杏林大学）

●コンプライアンス委員会

（必要に応じて倫理委員会が組織する）

[臨床検査専門医・管理医審議会]
●臨床検査専門医・管理医審議会
大西 宏明（杏林大学）
●受験・更新資格審査委員会
三宅 一徳（順天堂大学）
●試験委員会
山田 俊幸（自治医科大学）
●Subspecialty検討委員会
吉田
博（東京慈恵会医科大学）
●2022・2023 年度臨床検査専門医認定試験実行委員会
古川 泰司（帝京大学）
●2022・2023 年度臨床検査管理医認定試験実行委員会
山田 俊幸（自治医科大学）
●日本専門医機構認定臨床検査専門医研修プログラム認定委員会 山田 俊幸（自治医科大学）
●日本専門医機構認定臨床検査専門医更新資格審査委員会
山田 俊幸（自治医科大学）
[学術集会長]
●2022 年度会長
●2023 年度会長
●2024年度会長

山田 俊幸（自治医科大学）
栁原 克紀（長崎大学）
日野 雅之（大阪公立大学）

2022・2023年度 日本臨床検査医学会 各種委員会名簿
●学術推進化委員会
担当理事 矢冨
裕（東京大）
委 員 長 浅井さとみ（東海大）
委
員 岩谷
舞（信州大）
：病理
木村 孝穂（群馬大）
：免疫・血清・蛋白
佐藤 雅哉（東京大）
：EBM・統計
濵田 悦子（文京学院大）
：生理機能
春木 宏介（獨協医大埼玉医療センター）：細菌感染症
松下 一之（千葉大）
：遺伝子
松下 弘道（慶應義塾大）
：血液
三井田 孝（順天堂大）
：臨床化学

●編集委員会
担当理事 〆谷 直人（国際医療福祉大）
委 員 長 吉田
博（慈恵医大）
副委員長 下澤 達雄（国際医療福祉大）
委
員 五十嵐 岳（聖マリアンナ医大）
上田 一仁（関西医療大）
上原 由紀（藤田医大）
蔵野
信（東京大）
長井
篤（島根大）
藤原
亨（東北大）
村野 武義（東邦大）
編集顧問 河合
忠，河野 均也

橋口 照人（鹿児島大）
石井 直仁（北里大）
上原
剛（信州大）
長田
誠（群馬パース大）
小谷 和彦（自治医大）
仁井見英樹（富山大）
堀田多恵子（九州大）
横山 直之（帝京大）

●教育委員会
担当理事 木村
聡（昭和大）
委 員 長 植木 重治（秋田大）
委
員
・RCPC部門
上岡 樹生（天理よろづ相談所病院）
常川 勝彦（群馬大）
中村 文彦（奈良県総合医療センター） 松本
剛 （信州大）
・Catch upセミナー 部門
神田
晃（関西医大）
志村 浩己（福島医大)
松下 弘道（慶應義塾大）
山口 宗一（鹿児島大）
・若手・女性の会 部門
尾﨑
敬（紀南病院）
金子
誠（三井記念病院）
長尾 美紀（京都大）
横崎 典哉（広島大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 橋口 照人（鹿児島大）

●臨床検査点数委員会
担当理事 古川 泰司（帝京大）
委 員 長 松下 一之（千葉大）
委
員 五十嵐 岳（聖マリアンナ医大）
川崎 健治（千葉大）
中山 智祥（日本大）
矢冨
裕（東京大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 東條 尚子（三楽病院）

大塚
下澤
松井
横山

喜人（亀田総合病院）
達雄（国際医療福祉大）
啓隆（熊本大）
直之（帝京大）

●学会賞委員会
担当理事 井上 克枝（山梨大）
委 員 長 飯沼 由嗣 (金沢医大)
：微生物・感染症
委
員 海老名俊明（横浜市大市民総合医療センター）：臨床生理
笠島 里美（金沢大）
：病理
下澤 達雄（国際医療福祉大）
：臨床生理・一般
田中 靖人（熊本大）
：臨床化学・免疫・遺伝子
長嶋 洋治（東京女子医大）
：病理
中山 智祥（日本大）
：臨床化学・遺伝子
窓岩 清治（東京都済生会中央病院）
：血液
渡邉 幹夫（大阪大）
：臨床化学・遺伝子

●標準化委員会
担当理事 日高
洋（大阪大）
委 員 長 三井田 孝（順天堂大）
委
員 内海
健（九州大）
木村 孝穂（群馬大）
小林
亘（臨薬協：デンカ㈱）
末吉 茂雄（女子栄養大）
三宅 一徳（順天堂大）
山下 計太（浜松医大）

●精度管理委員会
担当理事 堀田多恵子（九州大）
委 員 長 小池由佳子（虎の門病院）
委
員 木村由美子（長崎大）
後藤 和人（東海大）
窓岩 清治（東京都済生会中央病院）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 菊池 春人 (済生会横浜市東部病院）

●EBLM委員会
担当理事 満田
委 員 長 佐藤
副委員長 片岡
委
員 大野
古賀
西川
真鍋
渡邉
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 市原

年宏（東京女子医大）
正一（順天堂大）
浩巳（川崎医療福祉大）
一彦（東京医科歯科大）
秀信（飯塚病院）
潤（山口大）
史朗（大阪大）
幹夫（大阪大）
清志（山口大）

●倫理委員会
担当理事 古川 泰司（帝京大）
委 員 長 木村 孝穂（群馬大）
副委員長 赤坂 和美（旭川医大）
委
員 出居真由美（順天堂大）
松井 啓隆（熊本大）
横崎 典哉（広島大）
外部委員 佐藤雄一郎（東京学芸大）

川崎
小飼
佐藤
西村
望月
涌井

小谷
末吉
山田
前川

健治（千葉大）
貴彦（独協医大）
麻子（東京女子医大）
邦宏（国立循環器病研究センター）
克彦（臨薬協）
昌俊（慶應義塾大）

和彦（自治医大）
茂雄（女子栄養大）
俊幸（自治医大）
真人（浜松医大）

木村 文一（信州大）
佐藤 雅哉（東京大）
松村
聡（千葉科学大）
山下 哲平（東海大）

蔵野
信（東京大）
古賀 秀信（飯塚病院）
山内
恵（琉球大）
横山 直之（帝京大）

●コンプライアンス委員会（アドホック委員会、必要に応じて倫理委員会が組織する）

●利益相反委員会
担当理事 古川 泰司（帝京大）
委 員 長 山﨑 正晴（奈良県立医大）
副委員長 山崎 悦子（横浜市立大）
委
員 久川
聡（保健科学研究所）
長尾 美紀（京都大）
横田 浩充（慶應義塾大）

●ガイドライン作成委員会
担当理事 吉田
博（慈恵医大）
委 員 長 田中 靖人（熊本大）
委
員 飯沼 由嗣（金沢医大）
小柴 賢洋（兵庫医大）
東田 修二（東京医科歯科大）
古川 泰司（帝京大）

●検査項目コード委員会
担当理事 松下 一之（千葉大）
委 員 長 内海
健（九州大）
委
員 内山田健次（九州大）
片岡 浩巳（川崎医療福祉大）
真鍋 史朗（大阪大）
三宅 一徳（順天堂大）
山田
修（岡崎市立愛知病院）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 池田 哲朗（H.U.フロンティア㈱）
久野 義和（㈱LSIメディエンス）

●広報委員会
担当理事 〆谷 直人（国際医療福祉大）
委 員 長 木村
聡（昭和大）
委
員 上蓑 義典（慶應義塾大）
尾﨑
敬（紀南病院）
常川 勝彦（群馬大）
増田亜希子（虎の門病院分院）

●臨床検査室医療評価委員会
担当理事 堀田多恵子（九州大）
委 員 長 松下 弘道（慶應義塾大）
委
員 朝比奈 彩（静岡赤十字病院）
北澤 淳一（青森県立中央病院）
藤田
孝（藤田医大）
横田 浩充（慶應義塾大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 下田 勝二（JAB）

髙橋伸一郎（東北医科薬科大）
望月 克彦（臨薬協）

木村 秀樹（福井大）
角
勇樹（東京医科歯科大）
平山
哲（順天堂大）
松下 弘道（慶應義塾大）

清水 一範（QST病院）
宮下 弘信（H.U.Gホールディングス㈱）
堀田多恵子（九州大）
石黒 厚至（㈱LSIメディエンス）
山崎 雅人（㈱ビー・エム・エル）

江原 佳史（昭和大学横浜市北部病院）
千葉 泰彦（横浜市立市民病院）
西川 真子（東京大）

上蓑 義典（慶應義塾大）
深澤千寿美（聖路加国際病院）
松下 一之（千葉大）

●遺伝子委員会
担当理事 松下 一之（千葉大）
委 員 長 松井 啓隆（熊本大）
副委員長 仁井見英樹（富山大）
委
員 石倉 清秀（DeSCヘルスケア㈱）
石毛
糸賀
栄（かずさDNA研究所）
岩泉
大塚 弘毅（杏林大）
奥川
柿島 裕樹（国立がん研究センター中央病院） 佐藤
筒井 康博（ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ㈱）
常川
平沢
晃（岡山大）
前川
宮地 勇人（新渡戸短期大）
渡邉
渡辺 玲子（シスメックス㈱）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 堤
正好（日衛協）
登

●国際委員会
担当理事 井上
委 員 長 下澤
委
員 荒川
木村
久末
横山

克枝（山梨大）
逹雄（国際医療福祉大）
仁香（九州医療センター）
孝穂（群馬大）
直子（東京大）
千恵（筑波大）

●医療安全委員会
担当理事 森兼 啓太（山形大）
委 員 長 三枝
淳（神戸大）
委
員 大谷 慎一（北里大）
北中
明（川崎医大）
長谷川寛雄（長崎大）

●会則改定委員会
担当理事 〆谷 直人（国際医療福祉大）
委 員 長 田部 陽子（順天堂大）
副委員長 増田亜希子（虎の門病院分院）
委
員 浅井さとみ（東海大）
大谷 慎一（北里大）
吉田
博（慈恵医大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 東條 尚子（三楽病院）

●チーム医療委員会
担当理事 田部 陽子（順天堂大）
委 員 長 小谷 和彦（自治医大）
委
員 朝比奈 彩（静岡赤十字病院）
大枝
敏（佐賀大）
坂本 秀生（神戸常盤大）
藤巻 慎一（東北大）
森本
誠（三重大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 諏訪部 章（岩手医大）

崇之（千葉大）
守哉（浜松医大）
喜永（三重大）
謙一（国際医療福祉大）
勝彦（群馬大）
真人（浜松医大）
淳（金沢大）
勉（小山田記念温泉病院）

菊地 良介（岐阜大）
徳原 康哲（香川県立保健医療大）
矢野 彰三（島根大）

長田
誠（群馬パース大）
南木
融（筑波大）
山田 鉄也（中部国際医療センター）

菊池 春人（済生会横浜市東部病院）
山田 俊幸（自治医大）
古川 俊治（顧問弁護士）

上道 文昭（東京医大）
小池由佳子（虎の門病院）
畑 吉節未（岐阜保健大）
丸山 篤芳（松阪地区医師会）
山中
崇（東京大）

●学術集会企画委員会
担当理事 日高
洋（大阪大）
委 員 長 栁原 克紀（長崎大）
委
員 植木 重治（秋田大）
坂本 秀生（神戸常磐大）
髙橋
聡（札幌医大）
仁井見英樹（富山大）
日野 雅之（大阪公立大）
吉田
博（慈恵医大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 諏訪部 章（岩手医大）

木村由美子（長崎大）
〆谷 直人（国際医療福祉大）
東田 修二（東京医科歯科大）
橋口 照人（鹿児島大）
松本
剛（信州大）

●ワークライフバランス委員会
担当理事 田部 陽子（順天堂大）
委 員 長 西川 真子（東京大）
委
員 赤坂 和美（旭川医大）
岩泉 守哉（浜松医大）
大山 陽子（鹿児島大）
小野 佳一（東京大）
千葉 泰彦（横浜市立市民病院）
増田亜希子（虎の門病院分院）
眞鍋 明広（福山市民病院）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 山田 俊幸（自治医大）

朝比奈 彩（静岡赤十字病院）
上蓑 義典（慶應義塾大）
尾﨑
敬（紀南病院）
鯉渕 晴美（自治医大）
原田 健右（富山大）
松本
剛（信州大）
佐藤 尚武（順天堂大）

●統合システムに基づく臨床検査のあり方委員会
担当理事 田部 陽子（順天堂大）
委 員 長 田部 陽子（順天堂大）
副委員長 古川 泰司（帝京大）
湯地晃一郎（東京大医科研）
委
員 大江 宏康（金沢大）
片岡 浩巳（川崎医療福祉大）
小谷 和彦（自治医大）
佐藤 雅哉（東京大）
松下 一之（千葉大）
満田 年宏（東京女子医大）

●新型コロナウイルスに関するアドホック委員会
委 員 長 栁原 克紀（長崎大）
委
員 飯沼 由嗣（金沢医大）
大塚 喜人（亀田総合病院）
佐藤 智明（国際医療福祉大成田病院）
髙橋
聡（札幌医大）
三澤 成毅（順天堂大）
山岸 由佳（高知大）

太田 賢治（長崎大）
清祐麻紀子（九州大）
鈴木 広道（筑波大）
長尾 美紀（京都大）
森永 芳智（富山大）

●地域医療における臨床検査に関するアドホック委員会
担当理事 森兼 啓太（山形大）
委 員 長 小谷 和彦（自治医大）
委
員 藤井
聡（北海道大）
：北海道支部
志村 浩己（福島県立医大） ：東北支部
東田 修二（東京医科歯科大）：関東・甲信越支部
木村 秀樹（福井大）
：東海・北陸支部
日高
洋（大阪大）
：近畿支部
横崎 典哉（広島大）
：中国・四国支部
長谷川寛雄（長崎大）
：九州支部
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 山田 俊幸（自治医大）

●ICD-11委員会
担当理事 吉田
博（慈恵医大）
委 員 長 末岡栄三朗（佐賀大）
副委員長 後藤 和人（東海大）
委
員 大谷 慎一（北里大）
北澤 淳一（青森県立中央病院）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 古田
耕（うらやす和楽苑診療所）

●評議員審査委員会
委 員 長 大西 宏明（杏林大）
委
員 田部 陽子（順天堂大）
木村
聡（昭和大）
山田 俊幸（自治医大）

菊池 春人（済生会横浜市東部病院）
三宅 一徳（順天堂大）
吉田
博（慈恵医大）

2022・2023年度 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医・管理医 制度 各種委員会名簿
●臨床検査専門医・管理医審議会
委 員 長 大西 宏明（理事長）
委
員 田部 陽子（副理事長）
三宅 一徳（受験・更新資格審査委員会委員長）
木村
聡（教育委員会担当理事）
吉田
博（Subspecialty 検討委員会委員長）
古川 泰司（2022・2023 年度 臨床検査専門医試験実行委員会委員長）
山田 俊幸（2022・2023年度 臨床検査管理医試験実行委員会委員長）
（試験委員会委員長）
（日本専門医機構認定臨床検査専門医研修プログラム認定委員会委員長）
（日本専門医機構認定臨床検査専門医更新資格審査委員会委員長）
菊池 春人（日本臨床検査専門医会代表）

●受験・更新資格審査委員会
委 員 長 三宅 一徳（順天堂大）

●試験委員会
委 員 長 山田
副委員長 古川
委
員 木村
田部
三宅
吉田

俊幸（自治医大；臨床免疫学・輸血学）
泰司（帝京大；臨床生理学）
聡（昭和大；臨床微生物）
陽子（順天堂大；臨床血液学・遺伝子関連検査学）
一徳（順天堂大；臨床検査医学総論）
博（慈恵医大；一般臨床検査学・臨床化学）

●Subspecialty検討委員会
委 員 長 吉田
博（慈恵医大）
委
員 浅井さとみ（東海大）
坂本 輝彦（東京女子医大東医療センター）
東田 修二（東京医科歯科大）
藤田 直久（京都府立医大）
山田 俊幸（自治医大）

木村
聡（昭和大）
佐藤 麻子（東京女子医大）
中山 智祥（日本大）
古川 泰司（帝京大）

●日本専門医機構認定臨床検査専門医研修プログラム認定委員会
●日本専門医機構認定臨床検査専門医更新資格審査委員会
委 員 長 山田 俊幸（自治医大）
委
員 金子
誠（三井記念病院）
木村
聡（昭和大）
〆谷 直人（国際医療福祉大）
千葉 泰彦（横浜市立市民病院）
松下 弘道（慶應義塾大）
三宅 一徳（順天堂大）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 菊池 春人（済生会横浜市東部病院）佐藤 尚武（順天堂大）

