
回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

微生物学 大出 恭代 順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床検査医学科

臨床化学 松村 充子 天理よろづ相談所病院医学研究所

血液学 畑 諒祐 大阪赤十字病院 臨床検査科部

血液学 槇 亮介 順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床検査医学科

病理学 中村 博 順天堂大学医学部附属浦安病院 病理診断科

微生物学 鷲尾 洋平 日本医科大学付属病院 臨床検査部

微生物学 川上 剛明 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

微生物学 今井 一仁 日本赤十字社医療センター 検査部

病理学 植田 清文 近畿大学病院 病院病理部

血液学 有賀 祐 国立がん研究センター中央病院 臨床検査科

血液学 作間 俊介 日本医科大学付属病院 臨床検査部

免疫血清学 小林 葉子 東京女子医科大学東医療センター 検査科

微生物学 永倉 良美 昭和大学病院 細菌検査室

臨床化学 三好 雅士 徳島大学病院 医療技術部

血液学 千葉 拓也 岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部

血液学 加藤 庸介 杏林大学保健学部 臨床検査技術学科

血液学 谷田部 陽子 慶應義塾大学病院 臨床検査科

微生物学 中村 彰宏 天理医療大学医療学部 臨床検査学科

微生物学 藤田 拓司 ファルコバイオシステムズ総合研究所 検査クラスタ2微生物

微生物学 安藤 隆 東京慈恵会医科大学附属第三病院 中央検査部

病理学 山田 寛 慶應義塾大学医学部腫瘍センター ゲノム医療ユニット

臨床化学 松尾 恵子 十善会十善会病院 細菌室・血液・生化学室

呼吸生理学 星 弘美 獨協医科大学病院 臨床検査センター

微生物学 河口 豊 川崎医科大学附属病院 中央検査部

病理学 渡邉 俊宏 ㈱アムル 上尾中央臨床検査研究所

病理学 山田 正人 帝京大学医学部附属溝口病院 臨床検査科

第61回 2016年（平成28年） 0

微生物学 石垣 しのぶ 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

病理学 森藤 哲史 神戸大学医学部附属病院 病理部

血液学 内藤 麻美 つくばi-LaboratoryＬＬＰ 検査部

免疫血清学 菅野 佳之 群馬医療福祉大学医療技術学部 医療技術学科

免疫血清学 中島 あつ子 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部

微生物学 田澤 庸子 NTT東日本関東病院 臨床検査部

微生物学 長南 正佳 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

微生物学 川畑 大輔 東京医科大学茨城医療センター 中央検査部

病理学 大塚 光一 東京医科大学病院 中央検査部

病理学 鈴木 美那子 慶應義塾大学医学部 病理学教室

循環生理学 沖 都麦 神戸大学医学部附属病院 検査部

微生物学 宇賀神 和久 昭和大学病院 臨床病理検査部

微生物学 園部 一成 日本医科大学付属病院 中央検査部

微生物学 阿部 教行 天理よろづ相談所病院 臨床検査部

血液学 中西 加代子 京都大学医学部附属病院 検査部

血液学 井本 清美 聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部

血液学 田中 秀磨 大阪医科大学附属病院 中央検査部

循環生理学 岩田 邦子 京都大学医学部附属病院 検査部

循環生理学 河合 昭人 東京慈恵会医科大学附属病院 中央検査部

微生物学 鈴木 弘倫 獨協医科大学病院 臨床検査ｾﾝﾀｰ

呼吸生理学 田村 東子 虎の門病院 臨床生理検査部

第66回 2021年（令和3年） 5

第63回 2018年（平成30年） 6

3第62回 2017年（平成29年）

第67回 2022年（令和4年） 5

第60回 2015年（平成27年） 5

第65回 2020年（令和2年） 2

5第64回 2019年（令和元年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一級臨床検査士資格認定試験合格者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

第58回 2013年（平成25年） 8

第57回 2012年（平成24年） 2

第59回 2014年（平成26年） 6



回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

微生物学 角田 拓也 ㈱保健科学研究所 感染症分析ｾﾝﾀｰ

臨床化学 瀧本 順三郎 天理医学技術学校 臨床検査学科

第55回 2010年（平成22年） 0

微生物学 中村 久子 昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査部

微生物学 大門 康志 京都大学 ウイルス研究所 

微生物学 村上 忍 愛媛大学医学部附属病院 診療支援部

微生物学 五十里 博美 越谷市立病院 臨床検査科

血液学 梶浦 容子 名古屋大学医学部附属病院 医療技術部

第53回 2008年（平成20年） 0

微生物学 石川 恵子 愛育病院 臨床検査科

病理学 山田 範幸 岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部

病理学 冨永 晋 防衛医科大学校 臨床検査医学講座

病理学 片山 博徳 国際医療福祉大学成田保健医療学部 医学検査学科

臨床化学 栗原 由利子 東京工科大学医療保健学部 臨床検査学科

微生物学 富樫 真弓 ㈶神奈川県警友会けいゆう病院 臨床検査科

微生物学 小野 由可 三井記念病院 検査部

血液学 中村 揚介 昭和大学附属豊洲病院 中央検査室

微生物学 叶 一乃 日本医療科学大学保健医療学部 臨床検査学科

微生物学 志田原 郁子 福山市医師会臨床検査ｾﾝﾀｰ 検査部

血液学 波田野 栄子 越谷市立病院 臨床検査科 

免疫血清学 内藤 勝人 山梨大学医学部附属病院 検査部

微生物学 中澤 武司 順天堂大学附属浦安病院 臨床検査科

臨床化学 小野 佳一 東京大学医学部附属病院 検査部

臨床化学 角坂 芳彦 関西医科大学附属病院 臨床検査部

血液学 新保 敬 獨協医科大学病院 臨床検査ｾﾝﾀｰ

血液学 志賀 修一 京都大学医学部附属病院 検査部

血清学 古村 菜穂子 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

血清学 吉本 晋作 順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床検査医学科

病理学 清水 薫 横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ 病理部

臨床化学 大久保 滋夫 文京学院大学保健医療技術学部 臨床検査学科

臨床化学 池田 弘典 佐賀大学医学部附属病院 検査部

微生物学 小野 惠美 武蔵野赤十字病院 臨床検査部

微生物学 宮本 仁志 愛媛大学医学部附属病院 診療支援部

微生物学 柄澤 利子 東京女子医科大学病院 中央検査部

微生物学 田中 孝志 帝京短期大学 ライフケア学科

病理学 小松 京子 つくば臨床検査教育・研究センター

病理学 青木 裕志 順天堂大学医学部附属練馬病院 病理診断科

血液学 石井 清 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

血清学 十良澤 勝雄 昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査室

微生物学 板垣 智之 立正佼成会附属佼成病院 臨床検査科

臨床化学 久米 幸夫 東京大学医学部附属病院 検査部

臨床化学 大井 加世子 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

臨床化学 藤代 政浩 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部

血液学 新家 敏之 愛媛大学医学部附属病院 診療支援部

血液学 伊田 美紀 成育医療ｾﾝﾀｰ SRL院内ラボ

微生物学 中村 文子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

臨床化学 池谷 均 厚木市立病院 臨床検査科

血液学 野木 岐実子 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

第48回 2003年（平成15年） 7

第54回 2009年（平成21年） 5

第52回 2007年（平成19年） 2

第51回 2006年（平成18年） 3

第44回 1999年（平成11年） 3

第47回 2002年（平成14年） 4

第46回 2001年（平成13年） 7

第45回 2000年（平成12年） 6

第56回 2011年（平成23年） 2

第50回 2005年（平成17年） 3

第49回 2004年（平成16年） 4



回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

微生物学 山本 芳尚 獨協医科大学病院 臨床検査部

微生物学 小松 方 天理医療大学医療学部 臨床検査学科

寄生虫学 見手倉 久治 川崎医科大学附属病院 中央検査部

病理学 古谷津 純一 獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科

臨床化学 藤本 一満 倉敷芸術科学大学生命科学部 生命医科学科

血液学 下村 和子 帝京短期大学 ライフケア学科

血液学 有田 恵 帝京大学医学部附属病院 中央検査部 

血清学 西山 記子 松山赤十字病院 検査部

血清学 黒田 雅顕 帝京大学医療技術学部 臨床検査学科

微生物学 西山 宏幸 駿河台日本大学病院 臨床検査部

寄生虫学 車 圭子 岡山県健康づくり財団 

臨床化学 南部 昭 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部

血液学 福田 晃子 帝京大学医学部医療技術学部 臨床検査科

血清学 堀井 隆 日水製薬株式会社 学術顧問

微生物学 大森 久美恵 ㈱エスアールエル 細菌部

臨床化学 長 裕子

臨床化学 羽角 安夫 佐野厚生総合病院 検査科

臨床化学 中島 康仁 松下記念病院 中央臨床検査部

血液学 清水 陽子 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

血清学 池田 眞由美 獨協医科大学病院 臨床検査ｾﾝﾀｰ

血清学 柴崎 光衛 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部

呼吸生理学 大久保 輝男 埼玉県立循環器･呼吸器病ｾﾝﾀｰ 検査技術部

微生物学 村松 茂 ㈱エスアールエル 細菌部

病理学 松並 平晋

血液学 藤田 敬二 社会保険鴬谷健診ｾﾝﾀｰ 

血液学 山田 隆 長岡赤十字病院 中央検査部

血液学 川田 勉 東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科

血清学 徳竹 佐智夫 長野赤十字病院 中央検査部

病理学 阿部 仁 がん研有明病院 臨床病理センター・臨床検査センター

病理学 安斎 幹雄

血液学 大峠 和彦 天理よろづ相談所病院 臨床病理部

血清学 宮本 信治 防衛医科大学校病院 検査部

微生物学 水野 秀一 山口大学医学部附属病院 検査部

微生物学 黒川 幸徳 川崎医科大学附属病院 中央検査部

血液学 内山 一男 加藤レディスクリニック 

血液学 竹田 英世 大阪赤十字病院 検査部

血清学 望月 照次 昭和大学病院 臨床検査部

微生物学 田澤 節子 昭和大学藤が丘病院 中央臨床検査部

病理学 廣井 禎之 防衛医科大学校 臨床検査医学講座

血液学 今村 茂男 ㈱いかがく 臨床支援部

血液学 島津 千里 帝京大学医学部附属病院 中央検査部

血清学 及川 信次 獨協医科大学病院 臨床検査部

第40回 1995年（平成7年） 6

第42回 1997年（平成9年） 5

第38回 1993年（平成5年） 5

第37回 1992年（平成4年） 5

第41回 1996年（平成8年） 8

第43回 1998年（平成10年） 9

第39回 1994年（平成6年） 4



回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

微生物学 奈田 俊 名古屋大学医学部附属病院 検査部

微生物学 佐伯 裕二 宮崎大学医学部附属病院 検査部

臨床化学 川崎 誠司 佐賀大学医学部附属病院 検査部

臨床化学 飯塚 建 順天堂東京江東高齢者医療ｾﾝﾀｰ  臨床検査科

臨床化学 大槻 隆明 滋賀医科大学附属病院 検査部

血液学 湯浅 宗一 京都府立医科大学附属病院 臨床治験ｾﾝﾀｰ

血液学 原田 佳代子 鹿児島市医師会病院臨床検査ｾﾝﾀｰ 血液検査室

血清学 小林 理

循環･神経生理学 吉川 眞由美 滋賀医科大学附属病院 検査部

微生物学 正木 孝幸 熊本保健科学大学保健科学部 医学検査学科

微生物学 加悦 みわ子 関東逓信病院 微生物学検査科

血液学 岡本 茂高 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部

血液学 野田 幸代 川崎医科大学附属病院 中央検査部

循環･神経生理学 三浦 純子 新渡戸文化短期大学 臨床検査学科

細菌学 岡本 豊 (財)阪大微生物病研究会 臨床検査部

細菌学 永沢 善三 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 医学検査学科

病理学 末吉 徳芳 つくば国際大学

病理学 吉村 忍

臨床化学 山本 慶和 天理よろづ相談所病院 臨床病理部

血液学 堀内 伸純 昭和大学藤が丘病院 中央臨床検査部

血清学 三浦 利彦 東北大学医学部附属病院 検査部

電気生理学 河合 利子 西武学園医学医術専門学校 

細菌学 三澤 成毅 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部

病理学 畠山 重春 永井マザーズホスピタル 病理

病理学 長嶺 一夫 東邦大学医学部附属大森病院 臨床検査部

血液学 吉田 孝 滋賀医科大学附属病院 検査部

血液学 小野 増彦 国立がんｾﾝﾀｰ中央病院 臨床検査部

細菌学 東堤 稔 (財)阪大微生物病研究会 臨床検査部

病理学 須藤 嘉子 順天堂大学医学部 病理学第二講座

臨床化学 髙橋 和男 ㈱ビー・エム・エル総合研究所

臨床化学 松田 貴美子 川崎医科大学附属病院 中央検査部

血液学 横尾 ハル江 埼玉社会保険病院 血液検査室

血液学 坂場 幸治 防衛医科大学校病院 検査部

血液学 安田 広康 福島県立医科大学附属病院 輸血部

血清学 南雲 文夫 佐賀大学医学部附属病院 検査部

第31回 1986年（昭和61年） 1 臨床化学 池本 正生 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 臨床検査学コース

病理学 田口 勝二 新百合ヶ丘総合病院 病理診断科

臨床化学 杉山 弘 ㈱ビー・エム・エル総合研究所

細菌学 立脇 憲一 滋賀医科大学附属病院 検査部

細菌学 伊藤 一広 東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部

病理学 岩原 実 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院 病院病理部

病理学 今井 敬子 ㈱ホゾリサーチセンター 東京研究所

病理学 竹田 桂子 NTT東日本関東病院臨床 検査部

血液学 坂東 史郎 愛媛大学医学部附属病院 検査部

血液学 浦瀬 百合子 関西医療技術大学校 教育部

血液学 上沢 捷子 福島県立医科大学附属病院 中央臨床検査部

電気生理学 桑山 美知子 虎の門病院 臨床生理検査部

病理学 川島 徹 順天堂大学医学部附属浦安病院 総務課

血液学 佐藤 高延 東北大学医学部附属病院 検査部

呼吸生理学 荒谷 清 産業医科大学病院 中央臨床検査部

第33回 1988年（昭和63年） 5

第36回 1991年（平成3年） 9

第28回 1983年（昭和58年） 3

第32回 1987年（昭和62年） 8

第30回 1985年（昭和60年） 2

第29回 1984年（昭和59年） 9

第35回 1990年（平成2年） 5

第34回 1989年（平成元年） 8



回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

細菌学 立花 勇一 順天堂大学医学部順天堂医院 臨床検査部

病理学 岩 信造 市立柏原病院 病理部

病理学 河村 恵子 東京都職員共済組合青山病院 検査科

病理学 服部 進 順天堂大学医学部附属静岡病院 検査部

血液学 石塚 英子 東京都職員共済組合青山病院 検査科

第25回 1980年（昭和55年） 1 病理学 佐久間 由子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 中央臨床検査室

第24回 1979年（昭和54年） 1 細菌学 村瀬 光春

第23回 1978年（昭和53年） 1 臨床化学 西川 洋子 大阪府立急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ 臨床検査科

臨床化学 下村 弘治 文京学院大学大学院 保健医療科学研究科

血液学 吉江 和枝 東京医科大学病院 中央検査科

細菌学 相原 雅典 医療法人徳風会高根病院 検査部

病理学 鬼頭 つや子 東京都精神医学総合研究所 神経病理

病理学 河又 国士

病理学 中川 トモ子 北里大学医学部 形態系病理

血液学 遠藤 栄子 東北大学医学部附属病院 中央検査部

ｶﾞｽ代謝 遠藤 和彦 虎の門病院 臨床生理検査部

病理学 前田 明 東邦大学医学部 病理学教室

病理学 八木 彌八  

病理学 山下 勝  

ｶﾞｽ代謝 山中 亨  

細菌学 設楽 政次 立正佼成会附属佼成病院 臨床検査技術科

病理学 高田 多津男  

病理学 油井 慎曄 国立横浜病院 検査科

病理学 杉山 繁雄  

血液学 佐野 玖枝  

第17回 1972年（昭和47年） 1 臨床化学 堀田 勝弘  

病理学 清水 一男  

血液学 大竹 順子 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査部

ｶﾞｽ代謝 宮澤 正治  

病理学 鈴木 裕 慶應義塾大学医学部 病理学教室

臨床化学 正路 喜代美  

電気生理 清水 加代子 東北大学医療短期大学部 衛生技術科

細菌学 深見 トシエ 東京都立墨東病院 検査科

臨床化学 内田 壱夫  

細菌学 小栗 豊子 東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科

細菌学 奥田 茂  

血清学 巴山 顕次

電気生理学 石山 陽事 つくば国際大学医療保健学部 臨床検査学科

第12回 1967年（昭和42年） 1 血液学 寺村 公  

病理学 鬼頭 花枝 愛知県がんｾﾝﾀｰ研究所 所長研究室

血液学 保坂 文子  

電気生理学 山田 和美  

細菌学 豊田 耕一 結核予防会大阪総合保健ｾﾝﾀｰ 臨床検査

臨床化学 野本 昭三 信州大学医療技術短期大学部 技術科

第9回 1964年（昭和39年） 0

病理学 阿久根 ツネ  

病理学 荒井 敦三 サクラ精機株式会社研究室 

血液学 羽沼 廣光  

第22回 1977年（昭和52年） 2

第27回 1982年（昭和57年） 2

第26回 1981年（昭和56年） 3

第19回 1974年（昭和49年） 2

第13回 1968年（昭和43年） 4

第14回 1969年（昭和44年） 2

第15回 1970年（昭和45年） 3

第20回 1975年（昭和50年） 4

第21回 1976年（昭和51年） 6

第8回 1963年（昭和38年） 3

第11回 1966年（昭和41年） 3

第10回 1965年（昭和40年） 2

第16回 1971年（昭和46年） 3

第18回 1973年（昭和48年） 3



回数，年 合格者数 科 目 氏 名 勤務先・所属（取得時・または現在）

細菌学 播金 収 奈良県立医科大学附属病院 中央検査部

細菌学 竹村 有 学校共済近畿中央病院 臨床検査科

病理学 萩島 壽子  

臨床化学 加藤 徳太郎  

血清学 浅利 嘉子  

病理学 松原 良三  

血液学 吉岡 興一  

血液学 菅沼 源二 (日本臨床検査標準協議会) 

血清学 林田 良子 東京大学医学部 法医学教室 

細菌学 小寺 健一  

細菌学 吉田 金三  

血液学 小沼 哲  

血清学 長崎 真一  

ｶﾞｽ代謝 河越 弘  

病理学 松村 禎子  

病理学 千葉 宗平  

血清学 臼井 美津子  

細菌学 羽沼 廣光  

病理学 柳川 弘  

臨床化学 小松 節子  

臨床化学 宍倉 孝子  

血液学 佐藤 光昭  

血液学 相賀 静子  

第2回 1957年（昭和32年） 0

細菌学 大給 豊夫 大給臨床検査所 

細菌学 久野木 耕作  

細菌学 廣明 竹雄  

第1回 1956年（昭和31年） 3

第3回 1958年（昭和33年） 6

第7回 1962年（昭和37年） 5

第4回 1959年（昭和34年） 3

第5回 1960年（昭和35年）

第6回 1961年（昭和36年）

5

4


