
姓名 所属先

阿曽 亮子 日本医科大学 医学教育センター

荒川 昌史 自治医科大学附属病院 薬剤部

飯原 大稔 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部

五百蔵 武士 神戸大学医学部附属病院 薬剤部

五十嵐 敏明 東北大学病院 薬剤部

猪川 和朗 広島大学大学院 臨床薬物治療学

池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院 薬剤部

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

伊東 弘樹 大分大学医学部附属病院 薬剤部

井上 肇 銀座よしえクリニック 再生医療センター

猪爪 信夫 日本薬科大学

今村 知世 昭和大学 先端がん治療研究所

岩本 卓也 三重大学医学部附属病院 薬剤部

岩山 訓典 北海道科学大学薬学部 臨床薬学部門　薬物治療学分野

植沢 芳広 明治薬科大学 医療分子解析学教室

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

臼井 悟 獨協医科大学病院 薬剤部

内倉 健 昭和大学薬学部 病院薬剤学講座

内田 信也 静岡県立大学薬学部 実践薬学分野

遠藤 泰 北海道医療大学薬学部 実務薬学講座病院薬学

大谷 壽一 慶應義塾大学病院 薬剤部

大塚 進 日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部

大戸 茂弘 九州大学大学院薬学研究院薬剤学

大野 雅子

小川 竜一 アムジェン株式会社

メディカルアフェアーズ本部 メディカルケイパビリティズ

奥田 真弘 大阪大学医学部附属病院 薬剤部

尾上 雅英 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 薬剤部

恩田 健二 東京薬科大学 薬学部 臨床薬理学教室

賀川 義之 静岡県立大学薬学部 臨床薬剤学

片桐 文彦 東京薬科大学 薬学部 臨床薬効解析学教室

加藤 敦 富山大学附属病院 薬剤部

角山 政之 広島大学病院 広島臨床研究開発支援センター

神山 直也 旭川医科大学病院 臨床研究支援センター

川上 純一 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部

川口 敦弘 田辺三菱製薬(株) 創薬本部 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ部

川久保 孝 東京慈恵会医科大学附属病院 薬剤部

指導薬剤師名簿



川名 純一 (独)医薬品医療機器総合機構 信頼性保証部

北原 隆志 (国)山口大学大学院 医学系研究科臨床薬理学講座

木村 利美 順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部

木本 裕郎 一般財団法人　防府消化器病センター 薬剤部

工藤 賢三 岩手医科大学附属病院 薬剤部

熊井 俊夫 聖マリアンナ医科大学大学院 遺伝子多型・機能解析学

倉田 知光 昭和大学　富士吉田教育部 教育推進室

幸田 幸直 つくば国際大学 医療保健学部　臨床検査学科

河野 晴一 JSP生命研究所

小坂 信二 香川大学医学部附属病院 薬剤部

児玉 庸夫 城西国際大学大学院 薬学研究科

後藤 伸之 (国)福井大学医学部附属病院 薬剤部

崔 吉道 金沢大学附属病院 薬剤部

齋藤 秀之 熊本大学病院 薬剤部

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

坂本 公一 ㈱ファースト・メディスン ﾎﾟﾌﾟﾘ薬局

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 岡山大学病院 薬剤部

潮平 英郎 琉球大学病院 薬剤部

塩見 真理 MSD(株) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ研究開発本部 臨床薬理開発

柴田 海斗 信州大学医学部附属病院 薬剤部

柴田 啓智 済生会熊本病院 薬剤部

柴田 壮一 北里大学北里研究所病院 薬剤部

柴山 良彦 北海道医療大学 薬学部 薬剤学(製剤学）

島ノ江 千里 佐賀大学 医学部附属病院薬剤部

末次 王卓 九州大学病院 薬剤部

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

須崎 友紀 グラクソ・スミスクライン株式会社

メディカル・開発本部 バリューエビデンス＆アウトカムズ部門

鈴木 昭夫 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部

鈴木 剛史 防衛医科大学校病院 薬剤部

鈴木 康裕 奥羽大学薬学部

須藤 俊明 自治医科大学附属病院 薬剤部

髙柳 和伸 (公財)倉敷中央病院 薬剤部

高柳 理早 東京薬科大学薬学部 臨床薬効解析学教室

竹内 裕紀 東京医科大学病院 薬剤部

武田 泰生 鹿児島大学病院 薬剤部

田﨑 嘉一 旭川医科大学病院 薬剤部

田島 壮一郎 九州大学病院 ARO次世代医療センター

立石 正登 セイコーメディカルブレーン㈱



田中 祥子 東京薬科大学 薬学部 臨床薬理学教室

田中 恒明 聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部

田中 雅幸 関西医科大学附属病院 薬剤部

谷川原 祐介 慶應義塾大学 殿町先端教育連携

スクエア ファーマコメトリクス・システム薬理学研究室

辻 泰弘 日本大学薬学部 薬剤師教育センター

寺田 智祐 京都大学医学部附属病院 薬剤部

藤 秀人 富山大学学術研究部　薬学・和漢系 医療薬学研究室

土岐 浩介 筑波大学 医学医療系臨床薬剤学

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 信州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

永田 将司 東京医科歯科大学病院 薬剤部

長沼 美代子 国際医療福祉大学熱海病院

中村 千鶴子 玉水会病院 薬剤科

中村 智徳 慶應義塾大学薬学部 医療薬学社会連携センター 医療薬学部門

中山 裕一 NTT東日本　関東病院 薬剤部

成川 衛 北里大学薬学部 臨床医学（医薬開発学）

新岡 丈典 弘前大学医学部附属病院 薬剤部

新田 淳美 富山大学学術研究部薬学・和漢系 薬物治療学研究室

萩原 宏美 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

臨床研究開発支援センター

橋口 正行 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学講座

花田 和彦 明治薬科大学 薬物動態学研究室

林 秀樹 岐阜薬科大学 地域医療実践薬学研究室

平井 利典 三重大学医学部附属病院 薬剤部

深津 祥央 京都大学医学部附属病院 薬剤部

福島 昭二 神戸学院大学薬学部 臨床薬学部門

福田 剛史

福土 将秀 札幌医科大学附属病院 薬剤部

藤田 行代志 群馬県立がんセンター 薬剤部

布施 克浩 東北医科薬科大学病院 臨床研究推進センター

芳地 一 徳島文理大学

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

細畑 圭子 大阪医科薬科大学 臨床薬学教育研究センター

堀ノ内 裕也 徳島文理大学 薬学部 医療薬学

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 真一郎 大阪大学医学部附属病院 薬剤部



前田 実花 学校法人北里研究所 北里大学薬学部 臨床薬剤疫学

/ 北里大学病院 HRP室・薬剤部

槇本 博雄 神戸大学医学部附属病院 薬剤部

増田 智先 姫路獨協大学 薬学部 医療薬剤学教室

松尾 裕彰 広島大学病院 薬剤部

松岡 悦子 大阪市立大学医学部附属病院 臨床研究･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰ

松本 宜明 日本大学薬学部 臨床薬物動態学研究室

眞野 成康 東北大学病院 薬剤部

三浦 崇則 愛知県厚生農業協同組合連合会

安城更生病院 教育研修・臨床研究支援センター

三浦 昌朋 秋田大学医学部附属病院 薬剤部

見野 靖晃 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部

本橋 秀之 大阪医科薬科大学 薬剤学研究室

百 賢二 昭和大学 統括薬剤部

森岡 淳子 (医)恒生堂　永田整形外科病院 薬剤室

森川 則文 広島大学大学院 医系科学研究科

安原 眞人 帝京大学薬学部

矢野 育子 神戸大学医学部附属病院 薬剤部

矢野 貴久 島根大学医学部附属病院 薬剤部

矢野 良一 大阪医科薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター

山口 辰哉

山口 浩明 山形大学医学部附属病院 薬剤部

山崎 晶司 自治医科大学 臨床研究支援センター

山田 清文 名古屋大学医学部附属病院 薬剤部

山田 尚広 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部

山田 安彦 東京薬科大学薬学部 臨床薬効解析学教室

山本 康次郎 群馬大学大学院医学系研究科 臨床薬理学

山元 俊憲 (公財)昭和大学医学・医療振興財団

山本 弘史 長崎大学病院 臨床研究センター

湯川 栄二 ケミストアンドファーマシスト

横田 愼一 北里大学病院 臨床試験センター 試験事務管理室

吉川 直樹 宮崎大学医学部附属病院 薬剤部

吉田 直子 金沢大学 医薬保健研究域附属

AIホスピタル・マクロシグナルダイナミクス研究開発センター

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


