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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（128 名／五十音順） 

（認定期間：令和 3 年 1 月 1 日～令和 7 年 12 月 31 日） 

青木 友浩 (国研)国立循環器病研究センタ

ー研究所 

安達 一典 明海大学 

荒木 良太 摂南大学 

淡路 健雄 埼玉医科大学 

安西 尚彦 千葉大学 

池田 哲朗 青森大学 

石井 邦明 山形大学 

伊東 洋行 アステラス製薬(株) 

岩佐 健介 埼玉医科大学 

海野 年弘 岐阜大学 

及川 弘崇 鈴鹿医療科学大学 

大内 基司 獨協医科大学 

大澤 匡弘 名古屋市立大学 

大谷 直由 大分大学 

大野 行弘 大阪薬科大学 

大橋 若奈 慶應義塾大学 

岡﨑 真理 城西大学 

尾中 勇祐 摂南大学 

小野 景義 帝京大学 

尾花 理徳 大阪大学 

戒能 美枝 東レ(株) 

笠井 淳司 大阪大学 

笠原 二郎 徳島大学 

柏俣 正典 朝日大学 

片岡 智哉 名古屋市立大学 

香月 博志 熊本大学 

加藤 伸一 京都薬科大学 

加藤 幸成 東北大学 

金子 雅幸 長崎大学 

金田 勝幸 金沢大学 

兼松 隆 九州大学 

亀井 淳三 星薬科大学 

川瀬 知之 新潟大学 

川田 浩一 千葉科学大学 

神林 隆一 東邦大学 

神戸 悠輝 鹿児島大学 

北澤 多喜雄 酪農学園大学 

北村 佳久 就実大学 

北山 友也 武庫川女子大学 

京谷 陽司 奈良県立医科大学 

國澤 直史 大阪薬科大学 

熊井 俊夫 聖マリアンナ医科大学 

黒川 洵子 静岡県立大学 

合田 光寛 徳島大学 

輿水 崇鏡 自治医科大学 

齊藤 秀俊 九州大学 

齋藤 僚 (一財)脳神経疾患研究所 

酒井 大樹 山口大学 

坂上 宏 明海大学 

櫻田 忍 東北医科薬科大学 

笹岡 利安 富山大学 

佐藤 薫 国立医薬品食品衛生研究所 

佐藤 洋美 千葉大学 

座間味 義人 徳島大学 

沢村 達也 信州大学 

塩田 倫史 熊本大学 

柴田 和彦 松山大学 

清水 佐紀 大阪薬科大学 

白石 成二 国立病院機構呉医療センター

中国がんセンター 

杉浦 麗子 近畿大学 

鈴木 宏昌 東京医科大学 

関 健二郎 奥羽大学 

高栗 郷 北海道科学大学 

高崎 一朗 富山大学 

高田 芙友子 福岡大学 

髙見 正道 昭和大学 

武 洲 九州大学 

竹内 弘 九州歯科大学 

武智 研志 松山大学 

田嶋 公人 城西国際大学 

田中 徹也 中国学園大学 

田中 基晴 常磐大学 

棚橋 靖行 京都産業大学 

田辺 光男 北里大学 

津田 誠 九州大学 

土屋 浩一郎 徳島大学 
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坪田 真帆 近畿大学 

出山 諭司 金沢大学 

寺田 侑加 神戸学院大学 

中澤 敬信 東京農業大学 

仲澤 幹雄 

 

永嶋 義直 花王(株) 

中本 賀寿夫 神戸学院大学 

西奥 剛 長崎国際大学 

西川 裕之 扶桑薬品工業(株) 

西本 裕樹 日本大学 

根本 亙 東北医科薬科大学 

野口 和雄 武庫川女子大学 

野澤 玲子 明治薬科大学 

野田 幸裕 名城大学 

八田 光世 福岡歯科大学 

濵村 和紀 愛知学院大学 

早田 敦子 大阪大学 

原（野上） 愛 就実大学 

東 洋一郎 高知大学 

肱岡 雅宣 立命館大学 

藤田 隆司 立命館大学 

藤田 佳子 信州大学 

堀田 祐志 名古屋市立大学 

堀 正敏 東京大学 

堀江 俊治 城西国際大学 

馬嶋 正隆 神奈川工科大学 

増川 太輝 横浜市立大学 

松岡 信也 京都大学 

松崎 英津子 福岡歯科大学 

松田 貴久 アレクシオンファーマ(株) 

松田 直之 名古屋大学 

松本 康弘 ワタナベ薬局上宮永店 

丸 義朗 東京女子医科大学 

三明 淳一朗 鳥取大学 

三浦 大作 兵庫医療大学 

三上 義礼 東邦大学 

三坂 眞元 福島県立医科大学 

溝口 広一 東北医科薬科大学 

宮本 篤 鹿児島大学 

村上 慎吾 中央大学 

村瀬 真一 国際医療福祉大学 

村山 尚 順天堂大学 

森 麻美 帝京大学 

森 寿 富山大学 

矢沢 和人 群馬県 

山下 直也 順天堂大学 

山本 清文 日本大学 

山本  (河井) ま

りこ 

関西女子短期大学 

吉川 圭介 埼玉医科大学 

善積 克 東北医科薬科大学 

和久田 浩一 大分大学 

渡辺 千寿子 東北医科薬科大学 

 


