
臨床細胞遺伝学認定士　一覧(2022年11月現在）

指導士 氏名 勤務先名・部署名 遺伝外来

北海道 ○ 蒔田　芳男 旭川医科大学病院　遺伝子診療カウンセリング室 ○

新川　詔夫 北海道医療大学

○ 神山　博徳 （株）第一岸本臨床検査センター新川ラボ・遺伝子検査課

宮城 ○ 小原　保彦 東北大学病院　診療技術部　検査部門 ○

小原　登志子  宮城県立こども病院　　検査部 ○

安　久美子 東北大学病院　診療技術部　検査部門

白寄　千明 （株）日本遺伝子研究j所　検査事業部

菊地　桂 東北大学病院　診療技術部門　検査部 ○

佐々木　麻美 東北大学病院　診療技術部　検査部門 ○

栃木 菅野　実  自治医科大学附属病院臨床検査部

茨城 ○ 濱田　洋実 筑波大学医学医療系産科婦人科学 ○

埼玉 ○ 大橋　博文  埼玉県立小児医療センター遺伝科　 ○

○ 笠島　道子

南久松　眞子 埼玉医科大学　大学病院　血液内科

山下　礼子 （株）ビー・エム・エル　検査企画部検査管理課

○ 藤田　和博  大東文化大学　スポーツ・健康科学部　健康科学科

横山　泰子 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

○ 稲垣　興一 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

○ 山本　昌司 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

中丸　典之 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

橋本　尚子 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

○ 橋爪　尚志 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

梅津　いづみ （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

○ 三井　規雅 埼玉県立小児医療センター　検査技術部 ○

橋爪　奈緒 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

岸上　澄子 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

柿田　尚武 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

後藤　義也  埼玉医科大学国際医療センタ－　病理診断科

小山　優花 （株）ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

相良　真理子 埼玉県立小児医療センター 検査技術部 遺伝検査室

小田　小百合 埼玉県立小児医療センター 検査技術部 遺伝検査室

吉田　光明 染色体生命科学研究所

池田　泰子 (株)ビー・エム・エル　第４検査部　染色体検査課

米山　真理子 (株)ビー・エム・エル　染色体検査課

平松　太一 (株)ビー・エム・エル　染色体検査課

東京 日暮　眞

神保　利春  NTT東日本関東病院産婦人科　退職

○ 大屋敷　一馬  東京医科大学内科学第一講座　（血液内科）

池内　達郎

佐々木　茂

井谷　舜郎
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○ 戸塚　典子 （株）LSIメディエンス　分子病態解析センター

岡田　美智子

○ 高野　貴子  東京家政大学 家政学部児童学科

○ 稲澤　譲治  東京医科歯科大学 難治疾患研究所分子細胞遺伝分野 ○

○ 長谷川　奉延  慶應義塾大学医学部小児科学教室 ○

○ 大坪　香里 （株）エスアールエル　遺伝子・染色体解析センター

松岡　瑠美子 若松河田クリニック

関澤　浩一 杏林大学　保健学部

○ 中曽根　亮  虎の門病院　臨床検体検査部　遺伝子・染色体検査

○ 今村　淳子  虎の門病院　臨床検体検査部　染色体検査

○ 高橋　真美 （株）エスアールエル　染色体１課 （業務委託）

○ 井上　満  日本大学医学部附属板橋病院　臨床検査部特殊検査室

○ 菅野　恵子 日本赤十字社医療センター　検査部

林　俊弘 （株）LSIメディエンス　遺伝子分析研究部

保延　美紀子 慈恵会医科大学付属病院　中央検査部

○ 佐村　修 東京慈恵会医科大学付属病院　産婦人科

安藤　剛 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　染色体グループ

○ 林　久美子 （株）LSIメディエンス　遺伝子分析研究部

○ 細貝　昇 （株）LSIメディエンス　分子病態解析センター

茂木　崇 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　

刀根 克好 （株）LSIメディエンス　遺伝子検査部

酒井　恵子 （株）エスアールエル　遺伝子・染色体解析センター

山本　道子 （株）エスアールエル　遺伝子・染色体解析センター

太刀野  眞理子

仲川　典子 （株）エスアールエル　細胞性免疫課　

○ 市村　剛 （株）エスアールエル

加藤　浩行 （株）LSIメディエンス遺伝子解析部染色体検査G

○ 別府　弘規 （株）エスアールエル　遺伝子・染色体解析センター

宇佐美　明美 （株）LＳＩメディエンス　染色体グループ

井口 美智子 （株）エスアールエル　遺伝子解析センター　染色体1課

神戸　雄一 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　染色体G遺伝学的検査T

駒ヶ谷　貴子 （株）エスアールエル　遺伝子染色体解析部染色体先天性疾患解析課

中澤　勧 （株）LSIメディエンス

玉垣　誠 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　染色体グループ

中村　剛史 （株）LSIメディエンス　分子病態解析センター　

長谷川　晴子 （株）エスアールエル　染色体1課4係

府川　孝子 虎の門病院　病理部

大畠　浩輔  医療法人社団　新生会　木場公園クリニック染色体検査室

浅野　千鶴 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部

下島　圭子 東京女子医科大学　総合医科学研究所

○ 山本　俊至 東京女子医科大学総合医科学研究所

桃林　美帆 （株）LSIメディエンス
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下島　理恵子 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　染色体グループ

郡　健一朗 （株）エスアールエル　遺伝子・染色体解析センター

吉川　正子 （株）エスアールエル　特殊検査Ⅰ課（染色体検査室）

黒田　友紀子 東京大学　医学部小児科

広瀬　健太郎 （株）LSIメディエンス 遺伝子解析部　染色体グループ

三浦　茜 国立成育医療研究センター　成育遺伝研究部

関根　均

白濵　加奈子 (株)エスアールエル 遺伝子・染色体解析部

小田　智世
国立がん研究センター研究所 基盤的臨床開発研究コアセンター 臨
床ゲノム解析部門

二ノ宮　千純 (株)LSIメディエンス 遺伝子解析部染色体グループ

松井　美香
(株)LSIメディエンス 高度分析技術センター　遺伝子分析研究部　染
色体グループ

三浦　幸恵 (株)LSIメディエンス 遺伝子解析部 染色体グループ

岩谷　直博 (株)LSIメディエンス 遺伝子解析部 染色体グループ

酒井　花奈 (株)LSIメディエンス 遺伝子解析部 染色体グループ

○ 神野　一郎 (株)エスアールエル遺伝子・染色体解析部

嶋　祥江 (株)エスアールエル・遺伝子病理部染色体解析課

 春川　純一 (株)エスアールエル・遺伝子病理部染色体解析課

藤岡　梢 (株)エスアールエル・遺伝子病理部染色体解析課

本山　サチエ (株)エスアールエル・遺伝子病理部染色体解析課

瀬山　敦
(株)LSIメディエンスメディカルソリューション本部分子病態解析セン
ター遺伝子解析部染色体G血液疾患T

○ 園山　政行 (株)ビー・エム・エル　第三検査部　染色体検査課

今川　英里 東京慈恵会医科大学 小児科学講座

○ 神山　誠 (株)ビー・エム・エル　総研第四検査部　染色体検査課

三宅　秀彦 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科

○ 三浦　偉久男 (株)エスアールエル遺伝子染色体解析センター ○

神奈川 中込　弥男

○ 高田　史男  北里大学大学院医療系研究科臨床遺伝医学講座 ○

佐々木　茂 飯野病院

○ 田辺　秀之 総合研究大学院大学　先導科学研究科　

○ 黒澤　健司 神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター ○

黒木　良和  神奈川県立こども医療センター退職

○ 荒川　聡 東海大学医学部付属病院　中央臨床検査センター

須田　一仁

中山　雅子 横須賀共済病院　中央検査科

大根　歩  横須賀共済病院　中央検査科

○ 増川　敦子 東海大学医学部付属病院　臨床検査科

宮澤　美紀 東海大学医学部附属病院　臨床検査技術科
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久松　知子 北里大学病院臨床検査部

千葉 ○ 數藤　由美子 放射線医学総合研究所　緊急被ばく医療センター　

穐山　美穂 放射線医学総合研所緊急被爆医療研究センター

長野 ○ 福嶋　義光 信州大学医学部　遺伝医学　予防医学講座 ○

○ 涌井　敬子 信州大学医学部　遺伝医学・予防医学講座 ○

○ 日高　恵以子 長野県立こども病院  臨床検査科　退職 ○

○ 松田　和之 信州大学医学部保健学科 ○

久保田　紀子 長野県立こども病院　臨床検査科

樋口　由美子 信州大学医学部保健学科　生体情報検査学講座

平　千明 信州大学医学部附属病院　臨床検査部

竹澤　由夏  信州大学医学部付属病院臨床検査部

○ 遠藤　優子 市立大町総合病院　小児科

重籐　翔平 信州大学医学部附属病院臨床検査部

根岸　達哉 信州大学医学部付属病院 臨床検査部

静岡 大石　英恒

○ 遠藤　亨一 静岡医療科学専門大学校　医学検査学科 ○

大棟　久美江 静岡赤十字病院　検査部

川口　貴子 静岡赤十字病院　検査部

愛知 ○ 孫田　信一  （有）胎児生命科学センター　総務部・検査部

○ 岡田　節男 公立陶生病院　産婦人科

鈴森　薫 胎児生命科学センター

李　青英 有限会社　胎児生命科学センター

○ 倉橋　浩樹 藤田医科大学・総合医科学研究所分子遺伝学

澤田　好美 有限会社　胎児生命科学センター

服部　未緒 （有）胎児生命科学センター　検査部

鈴木　翔太 （有）胎児生命科学センター　検査部

河村　理恵 藤田医科大学・総合医科学研究所分子遺伝学

竹内　愛紗 （有）胎児生命科学センター 検査部

成　悠希 株式会社OVUS・検査部

岐阜 村上　博昭 岐阜県総合医療センター小児科

富山 ○ 本田　幸子

高森　亮輔 富山県衛生研究所　がん研究部　

石川 ○ 尾崎　守  金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域 ○

小木　美恵子 金沢工業大学バイオ化学部　応用バイオ学科

仲村　綾香 （株）エスアールエル金沢ラボラトリー

京都 ○ 原田　直樹 京都大学iPS細胞研究所　基盤技術研究部門

○ 清水　喜一 IDAクリニック 遺伝研究センター長

大阪 森田　益次 医療法人　医誠会　医誠会病院　診療部

細川　博之 （株）BML　相原第二病院

大橋　浩泰  リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー

平山　知子 （独） 医薬基盤・健康・栄養研究所　培養資源研究所（ＪＣＲＢ細胞バンク）
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○ 霜川　修　 リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー

武田　真義 リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー

田河　真美

兼松　大介
大阪医療センター 臨床研究センター 先進医療研究開発部 再生医
療研究室

太田　朱美 リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー

増田　千香 リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー

○ 大亀　登紀子 大阪行岡医療専門学校長柄校臨床検査科

奈良 福塚　勝弘 （公財）天理よろづ相談所　医学研究所

兵庫 藤田　弘子 兵庫県立塚口病院小児科

○ 澤井　英明  兵庫医科大学産科婦人科 ○

鳥取 ○ 久郷　裕之 鳥取大学大学院

大亀　裕介 鳥取大学染色体工学研究センター

岡山 山内　泰子 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科

○ 升野　光雄 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科

○ 河内　佳子  （財）倉敷中央病院　臨床検査科　血液・染色体検査室

広島 ○ 田中　公夫 広島大学原爆放射線医科学研究所

鎌田　七男  （公財）広島原爆被爆者援護事業団

○ 三春　範夫 中国電力中電病院　産婦人科 ○

松本　知子 放射線影響研究所 分子生物科学部 細胞遺伝学研究室

向井  裕幸 福山臨床検査センター・臨床検査部血液検査室

香川 ○ 曽根　美智子 四国こどもとおとなの医療センター 遺伝医療センター ○

南原　しずえ 香川大学医学部附属病院　病理部

大橋　育子 三豊総合病院小児科

前田　和寿
四国こどもとおとなの医療センター 総合周産期母子医療センター 遺
伝医療センター

○

愛媛 ○ 江口　真理子 愛媛大学大学院医学系研究科　小児科学

近藤　朱音 四国こどもとおとなの医療センター 遺伝医療センター 産婦人科

福岡 刈茅　茂 久留米大学医学部小児科　

○ 高井良　美智代 社会井良法人雪の聖母会　聖マリア病院

長崎 増崎　英明 長崎大学医学部　産婦人科

○ 佐々木　由喜 （株）LSIメディエンス　遺伝子検査部　

江口　真希 （株）LSIメディエンス　ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾘｭｰｼｮﾝ本部　

矢野　一美 （株）LSIメディエンス　遺伝子解析部　

宮崎 ○ 園田　徹  九州保健福祉大学　保健科学部　作業療法学科

鹿児島 池田　敏郎 鹿児島大学病院 遺伝カウンセリング室

大分 城戸　京子


