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日本薬理学会「薬理学エデュケーター」認定者名簿（404 名／五十音順） 

（認定期間：令和 2 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

相澤 直樹 獨協医科大学 

青野 悠里 日本大学 

青山 晃治 帝京大学 

赤池 昭紀 和歌山県立医科大学 

赤木 宏行 広島国際大学 

赤羽 悟美 東邦大学 

吾郷 由希夫 大阪大学 

浅井 将 横浜薬科大学 

浅沼 幹人 岡山大学 

朝日 通雄 大阪医科大学 

東 泰孝 大阪府立大学 

阿部 陽一郎 慶應義塾大学 

天ヶ瀬 紀久子 立命館大学 

天野 大樹 北海道大学 

天野 託 国際医療福祉大学 

天野 英樹 北里大学 

天野 均 東京医科歯科大学 

安東 賢太郎 千葉科学大学 

安東 嗣修 富山大学 

飯塚 健治 北海道医療大学 

飯野 正光 日本大学 

池谷 裕二 東京大学 

池田 和隆 (公財)東京都医学総合研究所 

池田 弘子 星薬科大学 

池田 正浩 宮崎大学 

池田 康将 徳島大学 

池田 龍二 宮崎大学 

池本 和久 藤田医科大学 

石井 邦雄 横浜薬科大学 

石井 利明 帯広畜産大学 

石川 智久 静岡県立大学 

石毛 久美子 日本大学 

石澤 啓介 徳島大学 

石澤 有紀 徳島大学 

石塚 俊晶 防衛医科大学校 

石橋 隆治 金沢医科大学 

石原 熊寿 広島国際大学 

石原 康宏 広島大学 

石丸 侑希 摂南大学 

泉 安彦 神戸薬科大学 

出雲 信夫 横浜薬科大学 

一瀬 千穂 藤田医科大学 

糸魚川 政孝 東海学園大学 

伊藤 政明 高崎健康福祉大学 

伊藤 雅方 東邦大学 

伊藤 芳久 横浜薬科大学 

稲野辺 厚 大阪大学 

乾 誠 YIC リハビリテーション大学校 

衣斐 督和 京都府立医科大学 

今村 武史 鳥取大学 

入江 康至 岡山県立大学 

岩井 信市 昭和大学 

岩城 孝行 浜松医科大学 

岩崎 克典 福岡大学 

岩瀬 万里子 昭和大学 

岩田 和実 京都府立医科大学 

岩本 隆宏 福岡大学 

位田 雅俊 岐阜薬科大学 

上園 保仁 (国研)国立がん研究センター研究所 

植田 弘師 京都大学 

上原 孝 岡山大学 

上山 健彦 神戸大学 

宇高 結子 昭和大学 

内田 幸介 獨協医科大学 

内田 直樹 昭和大学 

宇野 恭介 摂南大学 

江頭 伸昭 九州大学 

大井 義明 愛知学院大学 

大池 正宏 九州大学 

大浦 清 太成学院大学 

大垣 隆一 大阪大学 

大久保 つや子 福岡看護大学 

大久保 洋平 東京大学 

太田 有紀 聖マリアンナ医科大学 

大谷 ひとみ 関西医科大学 

大西 克典 久留米大学 

大浜 剛 山口大学 

大原 直樹 金城学院大学 
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大室 弘美 武蔵野大学 

大矢 進 名古屋市立大学 

岡田 尚志郎 愛知医科大学 

岡村 富夫 滋賀医科大学 

岡村 信行 東北医科薬科大学 

岡元 邦彰 岡山大学 

荻原 政彦 城西大学 

奥田 傑 大阪大学 

小口 江美子 昭和大学 

小坂田 文隆 名古屋大学 

尾崎 昌宣 新潟薬科大学 

小澤 光一郎 広島大学 

乙黒 兼一 北海道大学 

小原 祐太郎 山形大学 

小山田 英人 昭和大学 

甲斐 広文 熊本大学 

柿澤 昌 京都大学 

籠田 智美 武庫川女子大学 

梶岡 俊一 九州大学 

勝山 真人 京都府立医科大学 

桂 昌司 明治国際医療大学 

加藤 総夫 東京慈恵会医科大学 

金井 好克 大阪大学 

金子 周司 京都大学 

金子 雪子 静岡県立大学 

金田 剛治 日本獣医生命科学大学 

神沼 修 広島大学 

蒲生 修治 九州保健福祉大学 

川畑 篤史 近畿大学 

川畑 伊知郎 東北大学 

川原 浩一 新潟薬科大学 

河原 博 鶴見大学 

河原 幸江 久留米大学 

川村 将仁 東京慈恵会医科大学 

諫田 泰成 国立医薬品食品衛生研究所 

菅野 秀一 東北医科薬科大学 

木内 祐二 昭和大学 

木口 倫一 和歌山県立医科大学 

木澤 靖夫 日本大学 

喜多 紗斗美 徳島文理大学 

喜多 大三 摂南大学 

北市 清幸 岐阜薬科大学 

北岡 志保 神戸大学 

北中 純一 兵庫医科大学 

北中 順惠 兵庫医科大学 

北村 佳久 立命館大学 

吉川 公平 田辺三菱製薬(株) 

鬼頭 宏彰 名古屋市立大学 

鬼頭 佳彦 佐賀大学 

木村 郁子 富山短期大学 

木村 和哲 名古屋市立大学 

木村 元気 日本大学 

木村 光利 城西大学 

金 徳男 大阪医科大学 

葛巻 直子 星薬科大学 

久米 利明 富山大学 

倉内 祐樹 熊本大学 

倉田 知光 昭和大学 

倉増 敦朗 山口大学 

倉本 展行 摂南大学 

栗原 崇 鹿児島大学 

呉林 なごみ 順天堂大学 

黒岩 真帆美 久留米大学 

黒川 和宏 国際医療福祉大学 

黒瀬 等 九州大学 

小泉 修一 山梨大学 

小嶋 純 日本大学 

小島 史章 北里大学 

五嶋 良郎 横浜市立大学 

小菅 康弘 日本大学 

小林 広幸 東海大学 

小林 真之 日本大学 

小林 裕太 島根大学 

小原 幸 京都薬科大学 

小渕 修平 兵庫医療大学 

小松 浩一郎 鶴見大学 

小山 豊 神戸薬科大学 

小山 隆太 東京大学 

近藤 一直 藤田保健衛生大学 

雑賀 史浩 和歌山県立医科大学 

三枝 禎 日本大学 

斉藤 麻希 岩手医科大学 

斎藤 将樹 東北大学 

齊藤 源顕 高知大学 
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佐伯 万騎男 新潟大学 

坂井 敦 日本医科大学 

酒井 規雄 広島大学 

酒井 寛泰 星薬科大学 

坂梨 まゆ子 金城学院大学 

阪本 英二 
(国研)国立循環器病研究センター

研究所 

坂本 多穂 静岡県立大学 

坂本 謙司 帝京大学 

相良 英憲 松山大学 

笹栗 俊之 九州大学 

佐藤 久美 北海道薬科大学 

佐藤 晃一 山口大学 

佐藤 岳哉 東北大学 

佐藤 友昭 鹿児島大学 

佐藤 光利 明治薬科大学 

澤木 康平 横浜薬科大学 

三部 篤 岩手医科大学 

繁冨 英治 山梨大学 

篠﨑 陽一 山梨大学 

篠田 康晴 東北大学 

芝崎 真裕 星薬科大学 

柴田 佳太 昭和大学 

島添 隆雄 九州大学 

清水 俊一 帝京平成大学 

清水 翔吾 高知大学 

清水 孝洋 高知大学 

首藤 隆秀 久留米大学 

首藤 剛 熊本大学 

城野 博史 熊本大学 

白川 久志 京都大学 

新谷 紀人 大阪大学 

杉山 篤 東邦大学 

鈴木 岳之 慶應義塾大学 

鈴木 勉 星薬科大学 

鈴木 秀典 日本医科大学 

鈴木 正彦 埼玉医科大学 

鈴木 康裕 奥羽大学 

鈴木 良明 名古屋市立大学 

関 貴弘 熊本大学 

瀬谷 和彦 弘前大学 

千本松 孝明 埼玉医科大学 

十川 千春 岡山大学 

十川 紀夫 松本歯科大学 

高井 真司 大阪医科大学 

高木 教夫 東京薬科大学 

田頭 秀章 福岡大学 

高田 和幸 京都薬科大学 

高田 龍平 東京大学 

高取 真吾 松山大学 

高鳥 悠記 同志社女子大学 

高橋 俊介 神奈川歯科大学 

高橋 英夫 近畿大学 

高橋 富美 産業医科大学 

高濱 和夫 熊本保健科学大学 

高原 章 東邦大学 

田熊 一敞 大阪大学 

竹之内 康広 川崎医科大学 

武半 優子 聖マリアンナ医科大学 

武谷 立 宮崎大学 

田島 雅道 明海大学 

田中 邦彦 長崎大学 

田中 健一 埼玉県立大学 

田中 康一 兵庫医療大学 

田中 智之 京都薬科大学 

田中 茂 広島大学 

田中 光 東邦大学 

田中 宏幸 岐阜薬科大学 

田中 政巳 東都医療大学 

田邉 由幸 横浜薬科大学 

谷口 泰造 甲南大学 

谷村 明彦 北海道医療大学 

田野中 浩一 東京薬科大学 

田渕 正樹 園田学園女子大学 

田村 和広 東京薬科大学 

田村 幸彦 東京医科歯科大学 

田村 豊 福山大学 

田和 正志 金沢医科大学 

丹野 孝一 東北医科薬科大学 

塚原 富士子 東京女子医科大学 

辻 まゆみ 昭和大学 

筒井 正人 琉球大学 

恒枝 宏史 富山大学 

鶴間 一寛 (株)カン研究所 
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勅使川原 匡 岡山大学 

出山 義昭 ポプラアベニュー歯科クリニック 

鳥羽 裕恵 京都薬科大学 

土肥 敏博 広島文化学園大学 

冨田 修平 大阪市立大学 

冨田 太一郎 東邦大学 

豊平 由美子 産業医科大学 

内藤 一秋 シミックホールディングス(株) 

内藤 由紀子 北里大学 

永井 拓 名古屋大学 

中川西 修 東北医科薬科大学 

永倉 透記 国際医療福祉大学 

永澤 悦伸 東邦大学 

中瀬古 寛子 東邦大学 

仲田 義啓 広島大学 

中谷 善彦 国際医療福祉大学 

中野 大介 香川大学 

長野 貴之 九州保健福祉大学 

中村 一基 武庫川女子大学 

中村 正帆 東北医科薬科大学 

永森 收志 奈良県立医科大学 

中山 貢一 静岡県立大学 

奈邉 健 摂南大学 

並木 繁行 東京大学 

行方 衣由紀 東邦大学 

成田 年 星薬科大学 

西 昭徳 久留米大学 

西 晴久 東京慈恵会医科大学 

西川 恵三 大阪大学 

西中 崇 近畿大学 

西堀 正洋 岡山大学 

西村 周泰 京都薬科大学 

西村 有平 三重大学 

西村 有希 昭和大学 

西屋 禎 奥羽大学 

西山 成 香川大学 

新田 淳美 富山大学 

日塔 武彰 横浜薬科大学 

根津 顕弘 北海道医療大学 

根本 隆行 福岡大学 

野口 克彦 琉球大学 

能勢 高志 日本たばこ産業(株) 

野部 浩司 昭和大学 

野部 裕美 文京学院大学 

野村 隆英 愛知みずほ大学 

野村 洋 北海道大学 

橋川 成美 岡山理科大学 

橋本 光正 昭和大学 

橋本 均 大阪大学 

長谷川 仁美 日本医療機能評価機構 

波多野 紀行 愛知学院大学 

服部 裕一 北海道医療大学 

濵口 正悟 東邦大学 

林 崇 
(国研)国立精神・神経医療研究セ

ンター 

林 秀樹 東京薬科大学 

原 明義 東北医科薬科大学 

尾藤 晴彦 東京大学 

檜井 栄一 岐阜薬科大学 

日比野 浩 新潟大学 

平野 勝也 香川大学 

弘瀬 雅教 岩手医科大学 

黄 洋一 昭和大学 

福井 裕行 徳島大学 

福石 信之 金城学院大学 

福永 浩司 東北大学 

藤井 正徳 京都薬科大学 

藤田 智史 日本大学 

藤田 朋恵 獨協医科大学 

藤野 裕道 徳島大学 

藤原 博典 医療創生大学 

古川 賢一 弘前大学 

古屋敷 智之 神戸大学 

外村 和也 浜松医科大学 

細野 加奈子 北里大学 

堀 誠治 東京慈恵会医科大学 

堀之内 孝広 北海道大学 

堀ノ内 裕也 徳島大学 

本田 健 山口大学 

前田 真貴子 大阪大学 

益岡 尚由 金沢医科大学 

町田 拓自 北海道医療大学 

松岡 功 高崎健康福祉大学 

松﨑 伸介 和歌山県立医科大学 
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松崎 俊博 琉球大学 

松永 慎司 大阪市立大学 

松本 明郎 東邦大学 

松本 欣三 富山大学 

松本 貴之 星薬科大学 

松本 直樹 聖マリアンナ医科大学 

松本 裕子 日本大学 

松本 みさき 京都府立医科大学 

間宮 隆吉 名城大学 

丸田 豊明 宮崎大学 

丸ノ内 徹郎 東京薬科大学 

丸山 敬 埼玉医科大学 

見尾 光庸 就実大学 

三澤 日出巳 慶應義塾大学 

水口 博之 大阪大谷大学 

水谷 暢明 金城学院大学 

南 雅文 北海道大学 

宮川 和也 国際医療福祉大学 

宮岸 寛子 日本大学 

宮崎 育子 岡山大学 

宮田 篤郎 鹿児島大学 

宮田 茂雄 群馬大学 

三輪 聡一 公立豊岡病院 

村上 学 弘前大学 

室井 喜景 帯広畜産大学 

毛利 彰宏 藤田医科大学 

茂木 正樹 愛媛大学 

森 秀治 就実大学 

森岡 徳光 広島大学 

森田 克也 広島文化学園大学 

森田 浩光 福岡歯科大学 

森本 達也 静岡県立大学 

守屋 孝洋 奥羽大学 

八百板 富紀枝 東北医科薬科大学 

保田 晶子 ライフガーデン中央クリニック 

谷内 一彦 東北大学 

柳川 芳毅 北海道医療大学 

柳田 俊彦 宮崎大学 

柳原 延章 九州栄養福祉大学 

柳瀬 雄輝 広島大学 

矢吹 悌 熊本大学 

矢部 千尋 京都府立医科大学 

山形 要人 (公財)東京都医学総合研究所 

山口 拓 長崎国際大学 

山口 太郎 摂南大学 

山口 奈緒子 愛知医科大学 

山﨑 純 日本大学 

山崎 大樹 国立医薬品食品衛生研究所 

山崎 弘美 敦賀市立看護大学 

山澤 徳志子 東京慈恵会医科大学 

山下 正道 日本大学 

山田 清文 名古屋大学 

山村 彩 愛知医科大学 

山村 寿男 名古屋市立大学 

山本 浩一 大阪大学 

山本 秀幸 琉球大学 

山本 隆一 九州保健福祉大学 

屋山 勝俊 神戸学院大学 

結城 幸一 旭川医科大学 

横田 恵理子 慶應義塾大学 

吉江 幹浩 東京薬科大学 

吉岡 充弘 北海道大学 

吉岡 靖啓 摂南大学 

吉川 雄朗 東北大学 

吉川 紀子 武庫川女子大学 

吉澤 一巳 東京理科大学 

吉栖 正典 奈良県立医科大学 

吉田 真 高崎健康福祉大学 

米山 雅紀 摂南大学 

李 昌一 神奈川歯科大学 

劉 爽 愛媛大学 

和氣 秀徳 岡山大学 

和田 孝一郎 島根大学 

渡邊 直樹 京都大学 

渡辺 実 聖マリアンナ医科大学 

渡部 正彦 帝京大学 

 


