
姓名 所属先

赤真 秀人 CSLベーリング(株)開発本部

阿久津 靖 昭和大学附属烏山病院 臨床薬理研究所

浅井 聰 日本大学医学部 生体機能医学系薬理学分野

朝日 通雄 大阪医科大学医学部 生命科学講座薬理学教室

阿曽 亮子 日本医科大学 医学教育センター

麻生 雅子 聖マリアンナ医科大学 薬理学教室

荒川 基記 日本大学薬学部 医薬品評価科学研究室

有馬 久富 福岡大学医学部 衛生・公衆衛生

安西 尚彦 千葉大学大学院医学研究院 薬理学教室

安藤 幸子

(休会中)
株式会社ミニマル

安藤 仁 金沢大学 医薬保健研究域 医学系 細胞分子機能学

安藤 昌彦 名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター

安藤 雄一 名古屋大学医学部附属病院 化学療法部

飯島 祥彦 名古屋大学医学部附属病院 医学研究・臨床倫理推進室

家入 一郎 九州大学病院 薬剤部

猪川 和朗 広島大学大学院 臨床薬物治療学

石井 伊都子 千葉大学医学部附属病院 薬剤部

石澤 啓介 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学

石澤 賢一 山形大学医学部 内科学第三講座 血液・細胞治療内科学分野

伊東 弘樹 大分大学医学部附属病院 薬剤部

乾 直輝 浜松医科大学 臨床薬理学講座

井上 めぐみ 名古屋大学医学部附属病院 化学療法部

今井 浩光 大分大学医学部 医療倫理学

今村 知世 昭和大学 先端がん治療研究所

岩井 信市 昭和大学薬学部 社会健康薬学講座 医薬品評価薬学部門

岩崎 幸司 大阪大学附属病院 未来医療開発部 臨床研究センター

岩崎 博道 福井大学医学部附属病院 感染制御部・感染症/膠原病内科

岩瀬 万里子 昭和大学医学部 薬理学講座

上島 智 立命館大学薬学部 医療薬学研究室

植田 真一郎 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座

上村 尚人 大分大学医学部 臨床薬理学講座
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牛島 健太郎 山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部薬剤学製剤学分野

氏原 淳 北里大学北里研究所病院 薬剤部

宇髙 結子 昭和大学医学部 薬理学講座医科薬理学部門

内倉 健 昭和大学病院 臨床試験支援センター

内田 信也 静岡県立大学薬学部 実践薬学分野

内田 直樹 昭和大学医学部薬理学講座 臨床薬理学部門

梅村 和夫 浜松医科大学 薬理学講座

浦江 明憲 (株)メディサイエンスプラニング

榎本 有希子 日本大学医学部附属板橋病院 臨床研究センター

遠藤 佑輔 鳥取大学医学部附属病院 新規医療研究推進センター

大内 基司 獨協医科大学医学部 薬理学講座

大須賀 恵美子 おおすが内科

太田 有紀 聖マリアンナ医科大学 薬理学

大滝 正訓 聖マリアンナ医科大学医学部医学科 薬理学教室

大谷 浩一 山形大学医学部 精神医学講座

大谷 直由 大分大学医学部 臨床薬理学講座

大戸 茂弘 九州大学大学院薬学研究院薬剤学

大森 正規 医療法人社団島田会 うづまクリニック

大和田 康子 (医)平心会　大阪治験病院

小川 勝利 昭和大学医学部 薬理学講座医科薬理学部門

奥田 真弘 大阪大学医学部附属病院 薬剤部

小田切 圭一 浜松医科大学医学部附属病院 臨床研究センター

尾山 純一 (医) 春風会 加古川駅前クリニック

折笠 秀樹

柿木 滋夫 小樽協会病院 循環器科

笠井 宏委
京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構

臨床研究マネジメントユニット

勝谷 友宏 勝谷医院

桂 敏也 立命館大学薬学部

加藤 明彦 浜松医科大学 血液浄化療法部

加藤 正樹 関西医科大学附属病院 精神神経科

川上 純一 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部

川上 知子 NTT 東日本 健康管理センター

川口 敦弘 田辺三菱製薬(株) 創薬本部 データサイエンス部

川口 祐司 社会医療法人景岳会　南大阪病院 内科

川久保 洋 かわくぼ皮ふ科クリニック



川島 一剛 田辺三菱製薬(株) ポートフォリオマネジメント部

河田 健司 藤田医科大学医学部 臨床腫瘍科

川名 純一 (独)医薬品医療機器総合機構 信頼性保証部

木内 祐二 昭和大学医学部 薬理学講座医科薬理学部門

岸 慎治 仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科

木島 慎一 (独)医薬品医療機器総合機構 次世代評価手法推進部

北岡 康史 聖マリアンナ医科大学 分子神経科学

北野 雅之 和歌山県立医科大学附属病院 第二内科

木村 晋也 佐賀大学医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科

木村 利美 東京女子医科大学病院 薬剤部

熊谷 雄治 北里大学病院 臨床試験センター

倉田 知光 昭和大学　富士吉田教育部 教育推進室

栗原 敏修 大阪市教育委員会 教務部 健康管理室

小池 竜司 東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床試験管理センター

河野 健一 (公財)神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター

神山 紀子 昭和大学薬学部 臨床薬学講座 薬物治療学部門

小菅 和仁 浜松医療センター

小手川 勤 特定医療法人 善昭会 オアシス第一病院

後藤 伸之 (国)福井大学医学部附属病院 薬剤部

小林 史明 (株)CTD

近藤 一直 藤田医科大学医学部 薬理学

近藤 智子
ヒトレトロウイルス学共同研究センター鹿児島大学キャンパス

トランスレーショナルリサーチ部門

齊藤 源顕 高知大学医学部 薬理学講座

齋藤 佑介 洗足駅前クリニック

齋藤 嘉朗 国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部

栄田 敏之 京都薬科大学 薬物動態学分野

坂口 裕美 九州大学病院 薬剤部 ARO次世代医療センター

桜井 研三 聖マリアンナ医科大学 小児科

佐々木 哲哉 昭和大学病院 臨床研究支援センター

笹栗 俊之 九州大学大学院医学研究院 臨床薬理学分野

佐藤 淳子 (独)医薬品医療機器総合機構 国際部

佐藤 典宏 北海道大学病院 臨床研究開発センター

佐藤 玲子 (独)医薬品医療機器総合機構 新薬審査第三部

座間味 義人 徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床薬剤学分野

三邉 武彦 昭和大学医学部 薬理学講座臨床薬理学部門



志賀 剛 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学

柴田 壮一 北里大学北里研究所病院 薬剤部

嶋田 顕 昭和大学江東豊洲病院 腫瘍内科

清水 忍 名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター

下方 智也 名古屋大学医学部附属病院 化学療法部

下田 和孝 獨協医科大学 精神神経医学講座

菅原 満 北海道大学大学院薬学研究院 薬物動態解析学研究室

杉本 孝一 横須賀市立市民病院 健康管理科

杉本 光繁 東京医科大学附属病院 消化器内視鏡学

杉山 篤 東邦大学医学部 医学科薬理学講座

鈴木 啓介 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 治験・臨床研究推進センター

鈴木 康裕 奥羽大学薬学部

鈴木 雄太郎 医療法人敬愛会　末広橋病院 精神科

千本松 孝明
埼玉医科大学 リサーチアドミ二ストレーションセンター

国際医療センター心臓内科

染矢 俊幸 新潟大学 大学院医歯学総合研究科精神医学分野

大門 貴志 兵庫医科大学 医療統計学

髙田 龍平 東京大学医学部附属病院 薬剤部

高橋 富美 産業医科大学医学部 薬理学講座

髙橋 泰夫 日本大学医学部 臨床試験研究センター 探索医療･ゲノム疫学部門

滝口 祥令 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 薬物治療学分野

武智 研志 松山大学 薬学部 医薬情報解析学

竹ノ下 祥子 昭和大学 臨床薬理研究所/昭和大学病院

武半 優子 聖マリアンナ医科大学 薬理学教室

田島 壮一郎 九州大学病院 薬剤部

谷川原 祐介 慶應義塾大学医学部 臨床薬剤学教室

田野島 玲大 横浜市立大学附属病院 次世代臨床研究センター

辻 泰弘 日本大学薬学部 薬剤師教育センター

鶴岡 秀一 医療法人 愛正会 田尻ヶ丘病院 内科

寺田 智祐 滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

藤 秀人 富山大学大学院医学薬学研究部 医療薬学研究室

頭金 正博 名古屋市立大学大学院 薬学研究科医薬品安全性評価学分野

土岐 浩介 筑波大学 医学医療系臨床薬剤学

戸嶋 洋和 昭和大学江東豊洲病院 腫瘍内科

戸田 貴大 北海道科学大学薬学部 薬学科臨床薬理学分野

内藤 隆文 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部



直良 浩司 島根大学医学部附属病院 薬剤部

永井 尚美 武蔵野大学薬学部

永井 将弘 愛媛大学医学部附属病院 臨床研究支援センター

中島 創 松永循環器病院

永田 良一 (株)新日本科学

長沼 美代子 国際医療福祉大学熱海病院 薬剤部

中野 真子 ノバルティスファーマ(株) グローバル医薬品開発本部 探索開発部

中村 克徳 琉球大学医学部附属病院 薬剤部

中村 哲也 群馬大学医学部附属病院 臨床試験部

中村 秀文 (国)国立成育医療研究センター 臨床研究センター

西尾 信一郎 袋井市立聖隷袋井市民病院 内科

西田 弥生 日本大学医学部 生体機能医学系薬理学分野

西村 有希 昭和大学医学部 薬理学講座

西本 雅彦 相州病院 臨床治験推進部

西脇 真実子 北里大学北里研究所病院 研究部　臨床試験センター

南畝 晋平 兵庫医療大学　薬学部 医療薬学科

野出 孝一 佐賀大学医学部 内科

蓮沼 智子 北里大学北里研究所病院 研究部　臨床試験センター

花岡 英紀 千葉大学医学部附属病院 臨床試験部

花田 和彦 明治薬科大学 薬物動態学研究室

濱田 哲暢 国立がん研究センター 研究所

林 直人 (株)Integrated Development Associates

林 秀樹 岐阜薬科大学 実践薬学大講座 実践社会薬学研究室

原 雅樹 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器センター

原田 和博 医療法人社団清和会 笠岡第一病院 内科

原田 史穂子 昭和大学藤が丘病院 薬剤部

春木 宏介 獨協医科大学 埼玉医療センター 臨床検査部

樋熊 直美 昭和大学 臨床薬理研究所

樋坂 章博 千葉大学大学院薬学研究院 臨床薬理学研究室

肥田 典子 昭和大学医学部 薬理学講座 臨床薬理学部門

日比野 文代 昭和大学病院 臨床研究支援センター

平 大樹 立命館大学 薬学部 薬学科 医療薬学研究室

平沢 晃 岡山大学大学院医歯薬総合研究科 病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座

福嶋 邦昭 北里大学北里研究所病院 研究部 臨床試験センター

福島 俊洋 金沢医科大学病院 臨床試験治験センター

藤尾 慈 大阪大学大学院薬学研究科 臨床薬効解析学分野



藤田 健一 昭和大学薬学部 臨床薬学講座 がんゲノム医療薬学部門

藤田 朋恵 獨協医科大学 薬理学講座

古家 英寿 医療法人平心会　大阪治験病院

古郡 規雄 獨協医科大学 精神神経医学講座

古田 隆久 浜松医科大学医学部附属病院 臨床研究管理センター

細野 浩之 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 新薬審査第五部

本間 真人 筑波大学医学医療系 臨床薬剤学

前田 章光 愛知県がんセンター 薬剤部

前田 真貴子 大阪大学大学院薬学研究科 附属実践薬学教育センター 臨床薬理学分野

前田 実花 北里大学病院 HRP室・薬剤部

増田 智先 国際医療福祉大学　成田病院 薬剤部

松木 俊二 (医)相生会 福岡みらい病院 臨床研究センター

松下 明子 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座

松下 知司 昭和大学病院 臨床試験支援センター

松田 明子 奈良県立医科大学 医学部看護学科

松村 潔 北九州若杉病院 内科

松本 直樹 聖マリアンナ医科大学 薬理学講座

松本 宜明 日本大学薬学部 臨床薬物動態学研究室

丸山 達也 東京大学医学部附属病院 臨床研究支援センター

三浦 淳 北海道科学大学 薬学部薬学科

三浦 典正 仁厚会病院

水野 淳宏 (株)新日本科学PPD

満間 綾子 名古屋大学医学部附属病院 化学療法部

光山 勝慶 熊本大学大学院生命科学研究部 生体機能薬理学分野

南 博信 神戸大学医学部附属病院 腫瘍内科

三原 一雄 琉球大学大学院 精神病態医学講座

三輪 宜一 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座

莚田 泰誠 (国)理化学研究所 統合生命医科学研究センター

村崎 由佳
名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部

先端医療・臨床研究支援センター

森川 則文 広島大学大学院 医系科学研究科

森下 典子 (独)国立病院機構本部 総合研究センター治験研究部 治験推進室

森豊 隆志 東京大学医学部附属病院 臨床研究推進センター

姚 香景 田中泌尿器科医院 古江台診療所

谷内 一彦 東北大学大学院医学系研究科 機能薬理学分野

楊河 宏章 徳島大学病院 総合臨床研究センター



柳田 俊彦 宮崎大学医学部 看護学科臨床薬理学

矢野 育子 神戸大学医学部附属病院 薬剤部

矢部 千尋 京都府立医科大学大学院 医学研究科 病態分子薬理学

山内 高弘 福井大学医学部 血液・腫瘍内科

山口 浩明 山形大学医学部附属病院 薬剤部

山崎 太義 昭和大学臨床薬理研究所

山崎 浩史 昭和薬科大学 薬物動態学研究室

山田 清文 名古屋大学医学部附属病院 薬剤部

山田 浩 静岡県立大学薬学部 医薬品情報解析学分野

山野 嘉久 聖マリアンナ医科大学大学院 内科学 脳神経内科

山本 洋一 大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部臨床研究センター

湯地 晃一郎 東京大学医科学研究所 国際先端医療社会連携研究部門

湯地 和歌子 北里大学北里研究所病院 研究部

由良 明彦 美穂診療所

吉岡 充弘 北海道大学大学院医学研究院 薬理学分野・神経薬理学教室

吉栖 正典 奈良県立医科大学 薬理学講座

吉田 博 東京慈恵医科大学附属柏病院 中央検査部

吉原 達也 (医)相生会 福岡みらい病院 臨床研究センター

吉山 友二 北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育センター 臨床薬学

龍 家圭 昭和大学 臨床薬理研究所

和田 孝一郎 島根大学医学部 薬理学講座

渡邉 裕司 浜松医科大学

渡辺 誠 牧田総合病院 腎臓内科

渡辺 実 聖マリアンナ医科大学大学院 実験動物施設


