
姓名 所属先
青木 一孝 神奈川歯科大学 内科
浅井 聰 日本大学医学部 生体機能医学系薬理学分野
浅川 明弘 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 社会行動医学講座心身内科学分野
麻生 雅子 聖マリアンナ医科大学 薬理学教室
安達 英輔 東京大学 医科学研究所 附属病院 感染免疫内科
新 博次 AOI八王子病院
阿部 高明 東北大学大学院医工学研究科 生体再生医工学講座 分子病態医工学分野
天野 哲也 愛知医科大学病院 循環器内科
天本 敏昭 (医)相生会
荒木 和浩 群馬県立がんセンター 腫瘍内科
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 雄一 名古屋大学医学部附属病院 化学療法部
飯田 真介 名古屋市立大学大学院医薬学総合研究院 血液・腫瘍内科学
飯山 達雄 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 臨床研究センター
石黒 洋 埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科
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
石橋 隆治 医療法人　知命堂病院 内科
泉 和生 (国)国立国際医療研究センター 臨床研究センター
礒部 威 島根大学医学部 内科学講座 呼吸器・臨床腫瘍学
伊藤 真也 トロント大学医学部 小児科トロント小児病院臨床薬理科
稲本 淳子 昭和大学横浜市北部病院 メンタルケアセンター
乾 直輝 浜松医科大学 臨床薬理学講座
今井 浩二郎 京都府立医科大学大学院 医学研究科医療ﾌﾛﾝﾃｨｱ展開学
今井 浩光 大分大学医学部 医療倫理学
今村 武史 鳥取大学医学部 薬理学・薬物療法学
入江 伸 医療法人相生会　博多クリニック
岩下 成人 滋賀医科大学 麻酔学講座
植田 真一郎 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座
上田 孝典 福井大学
上田 恭典 (公財)大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

血液内科・血液治療ｾﾝﾀｰ外来化学療法ｾﾝﾀｰ
上村 尚人 大分大学医学部 臨床薬理学講座
植山 茂宏 府内耳鼻咽喉科
内田 英二
内田 直樹 昭和大学医学部薬理学講座 臨床薬理学部門
浦江 明憲 （株）メディサイエンスプラニング
浦江 隆次 (医)相生会 墨田病院
浦崎 芳正 福井大学医学部附属病院 第一内科

指導医名簿



大須賀 恵美子 おおすが内科
大谷 浩一 尾花沢病院
大西 明弘 東京慈恵会医科大学第三病院 臨床検査・消化器肝臓内科
大橋 和史 (医)信和会 大橋医院
大橋 京一 大分大学
大森 正規 医療法人社団島田会 うづまクリニック
岡田 仁 香川大学医学部 小児科
沖田 南都子 国立がん研究センター中央病院 消化器内科
奥山 隆平 信州大学医学部 皮膚科
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
柿﨑 暁 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 臨床研究部
柿木 滋夫 小樽協会病院 循環器科
鍵谷 俊文 帝国ホテルクリニック
景山 茂
笠原 正登 奈良県立医科大学附属病院 臨床研究センター
勝野 雅央 名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学/臨床研究教育学
金井 雅史 京都大学大学院医学研究科 腫瘍薬物治療学講座
上原 晉 トヨタ記念病院 健診センター
神谷 武 名古屋市立大学病院 臨床研究開発支援センター
亀岡 吉弘 秋田大学医学部附属病院 臨床研究支援センター
川合 眞一 東邦大学
川口 祐司 社会医療法人景岳会　南大阪病院 内科
川崎 雅規 岐阜ハートセンター
河田 健司 藤田医科大学医学部 臨床腫瘍科
河田 興 摂南大学 薬学部 実践薬学分野
河田 則文 大阪公立大学大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学
北野 雅之 和歌山県立医科大学 第二内科
木村 真人 北総メンタルクリニック
久津見 弘 滋賀医科大学 臨床研究開発センター
熊谷 雄治 北里大学病院 臨床試験センター
倉田 宝保 関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科
栗原 敏修 大阪市教育委員会 教務部 健康管理室
小池 達也 大阪公立大学大学院医学研究科 高齢者運動器変性疾患制御講座
小池 勇一 奥羽大学薬学部
小池 竜司 東京医科歯科大学病院 臨床試験管理センター
古賀 弘志 信州大学医学部附属病院 皮膚科
小谷 英太郎 日本医科大学多摩永山病院 循環器内科
後藤 昌弘 大阪医科薬科大学附属病院 化学療法センター
小早川 雅男 福島県立医科大学 医療研究推進センター
小林 真一 昭和大学 臨床薬理研究所
小林 広幸 東海大学医学部 臨床薬理学教室



小牧 宏文 (国研)国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ病院 小児神経科
近藤 一直 藤田医科大学医学部 薬理学
齋藤 和義 (医)医和基会戸畑総合病院
齊藤 源顕 高知大学医学部 薬理学講座
坂梨 又郎 琉球大学大学院医学研究科 薬理学講座
相良 博典 昭和大学医学部 内科学講座 呼吸器・アレルギー内科学部門
佐久間 一郎 北光記念クリニック
佐藤 典宏 北海道大学病院 臨床研究開発センター
佐藤 裕史 JCRファーマ㈱
三邉 武彦 昭和大学医学部 薬理学講座臨床薬理学部門
塩之入 洋 しおのいり内科
塩谷 隆信 (医)久幸会 介護老人保健施設 ニコニコ苑
志賀 剛 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学
嶋田 顕 昭和大学江東豊洲病院 腫瘍内科
島田 安博 高知医療センター 腫瘍内科
清水 雅仁 岐阜大学大学院 消化器内科学
下田 和孝 獨協医科大学 精神神経医学講座
新保 卓郎 (一財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院
菅原 英世 すがはら天神クリニック
杉 薫 小田原循環器病院
杉本 孝一 横須賀市立市民病院 健康管理科
鈴木 敦 東京女子医科大学病院 循環器内科
鈴木 啓介 国立研究開発法人 国立⾧寿医療研究センター 先端医療開発推進センター
鈴木 立紀 東京理科大学薬学部 臨床病態学研究室
鈴木 豪 ゆみのハートクリニック三鷹 在宅診療部
鈴木 洋 昭和大学藤が丘病院 臨床研究支援室
関 晋吾 東京慈恵医科大学葛飾医療センター 循環器内科
瀬戸 陽子 瀬戸病院 眼科
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
髙木 信嘉 医療法人社団松和会 望星関内クリニック
高野 忠夫 東北大学病院 産婦人科医局
高橋 富美 産業医科大学医学部 薬理学講座
竹内 和彦 浜松北病院 内科・老年内科・地域ケア科
武智 茂 伊達赤十字病院 循環器科
武谷 立 宮崎大学医学部 薬理学分野
田中 孝典 (医)相生会 にしくまもと病院 臨床薬理センター
田中 正敏 医療法人社団堀川会堀川病院
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
田村 友秀
田原 一二 武蔵野大学薬学部 大学院薬科学研究科 薬学研究所

レギュラトリーサイエンス研究室



津谷 喜一郎 東京有明医療大学保健医療学部
土谷 順彦 山形大学医学部 腎泌尿器外科学講座
鶴岡 秀一 医療法人 愛正会 田尻ヶ丘病院 内科
時松 一成 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門
戸高 浩司 九州大学病院 ARO次世代医療センター
戸塚 恭一 特定医療法人大坪会　北多摩病院
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
中川 栄二 (国研)国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ病院 小児神経科
中川 和彦 近畿大学医学部 腫瘍内科部門内科学教室
中川 正法 京都府立医科大学
中島 創 中津胃腸病院
⾧島 文夫 杏林大学 医学部 腫瘍内科学
永田 良一 （株）新日本科学
中野 重行 創薬育薬医療コミュニケーション協会
永野 浩昭 山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学講座
中村 紘一 一般社団法人ICR クリニカルリサーチ東京病院
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 研究開発監理部
中山 一誠
二木 芳人 昭和大学医学部 臨床感染症学
西 昭徳 久留米大学医学部 薬理学講座
西尾 信一郎 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター 総合内科
西尾 眞友 金沢医科大学薬理学
西川 典子 順天堂大学 医学部 神経学講座
西川 政勝 近畿健康管理センター 三重事業部
西本 雅彦 相州病院
西山 成 香川大学医学部薬理学
野田 隆政 (国研)国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ 第一精神診療部
野出 孝一 佐賀大学医学部 内科
野村 憲和 北海道脳神経外科記念病院 循環器内科
野元 正弘 済生会 今治医療福祉センター
橋詰 淳 名古屋大学大学院医学系研究科 臨床研究教育学
橋本 潤一郎 宮城教育大学 保健管理センター
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
⾧谷川 純一 西伯病院
畑 典武 北総栄病院 内科
花岡 英紀 千葉大学医学部附属病院 臨床試験部
花田 隆造 (医)相生会　墨田病院
花谷 亮典 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学
濱口 哲弥 埼玉医科大学国際医療センター 消化器腫瘍科
林 哲也 大阪薬科大学 循環病態治療学



原田 和博 医療法人社団清和会 笠岡第一病院 内科
樋口 宗史 (医)沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院 内科
肥田 典子 昭和大学 薬学部臨床薬学講座　臨床研究開発学部門
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
平林 泰彦 光ヶ丘スペルマン病院 リウマチ内科
廣瀬 雄一 藤田医科大学医学部 脳神経外科
深澤 一郎 昭和大学医学部 薬理学講座　臨床薬理学部門
福岡 和也 近畿大学病院 臨床研究センター
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
藤阪 保仁 (学)大阪医科薬科大学 大阪医科薬科大学 医学部 内科学講座腫瘍内科学
藤田 朋恵 獨協医科大学 医学部薬理学講座
藤村 昭夫 自治医科大学
降旗 謙一 (医)慶幸会　ピーワンクリニック
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 ふるた内科クリニック
松木 俊二 (医)相生会 福岡みらい病院 臨床研究センター
松田 隆秀 聖マリアンナ医科大学 総合診療内科
松本 和彦 信州大学医学部附属病院 臨床研究支援センター
松本 直樹 聖マリアンナ医科大学 薬理学講座
三明 淳一朗 鳥取大学医学部 病態解析医学講座 薬理学・薬物療法学分野
三浦 淳 札幌花園病院
南澤 康介 南澤医院
宮田 昌明 鹿児島大学 医学部 保健学科
名井 陽 大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部未来医療センター
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
諸井 雅男 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 循環器内科
姚 香景 田中泌尿器科医院 古江台診療所
安 隆則 獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科
保田 国伸 ライフガーデン中央クリニック
柳田 俊彦 宮崎大学医学部 看護学科臨床薬理学
柳町 昌克 神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科
矢部 勇人 済生会松山病院 脳神経内科
山内 高弘 福井大学医学部 血液・腫瘍内科
山浦 麻貴 信州大学医学部附属病院 臨床研究支援センター
山田 武史 筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 臨床研究推進センター
山田 浩 静岡県立大学薬学部 医薬品情報解析学分野
山田 光彦 (国研)国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ 精神保健研究所 精神薬理研究部
山田 雄一郎 東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科
山本 昇 国立がん研究センター中央病院



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
吉村 玲児 産業医科大学 精神医学
米盛 勧 国立がん研究センター中央病院 乳腺･腫瘍内科
渡邉 裕司 浜松医科大学
渡邊 康裕 さくら診療所
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