
日本薬物動態学会
第13期理事選挙に係る被選挙権を有する評議員名簿

（五十音順、2014年1月1日時点において65歳未満）

【資料-2】

No. 会員名 所属先機関名 備考 No. 会員名 所属先機関名 備考

1 朝日 知 武田薬品工業（株） 51 倉田 知光 昭和大学

2 麻生 良典 （株）中外医科学研究所 52 黒崎 勇二 岡山大学

3 安達 弥永 積水メディカル（株） 53 小池 正博 バイエル薬品（株）

4 阿部 高明 東北大学病院 54 河野 喜郎 大正製薬（株）

5 有吉 範高 千葉大学医学部附属病院薬剤部 55 小林 カオル 千葉大学

6 家入 一郎 九州大学大学院 56 小宮 泉 （株）応用医学研究所

7 五十嵐 隆 信州大学 57 小室 勢津子 (株)住化分析センター

8 石井 祐次 九州大学 58 崔 吉道 金沢大学附属病院

9 石川 智久 理化学研究所　横浜研究所 59 斎藤 秀之 熊本大学 現理事

10 石黒 直樹 日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 60 斎藤 嘉朗 国立医薬品食品衛生研究所

11 石田 竜弘 徳島大学 61 佐久間 勉 富山大学

12 石橋 徹 塩野義製薬（株） 62 櫻井 栄一 徳島文理大学

13 泉 高司 第一三共（株） 現理事 63 佐々木 均 長崎大学

14 井関 健 北海道大学大学院薬学研究科 64 澤田 康文 東京大学

15 伊藤 清美 武蔵野大学 65 設楽 悦久 Meiji Seika ファルマ株式会社

16 伊藤 晃成 千葉大学 66 篠原 佳彦 東京薬科大学

17 伊藤 隆志 第一三共（株） 67 島倉 仁 大日本住友製薬（株）

18 伊藤 智夫 北里大学 68 島田 美樹 東北大学病院

19 井上 勝央 名古屋市立大学 69 杉原 数美 広島国際大学

20 今岡 進 関西学院大学 70 鈴木 尚 Meiji Seika ファルマ株式会社

21 岩城 正宏 近畿大学 71 鈴木 將之 田辺三菱製薬(株)

22 上野 和行 新潟薬科大学 72 須藤 賢一 第一三共RDアソシエ（株）

23 鵜藤 雅裕 （株）新日本科学 73 関口 金雄 ノバルティスファーマ（株）

24 宇野 司 琉球大学医学部附属病院 74 十亀 祥久 住友化学株式会社

25 宇野 泰広 （株）新日本科学　薬物代謝分析センター 75 高倉 喜信 京都大学

26 大石 昌代 ファイザー（株） 76 髙田 龍平 東京大学医学部附属病院

27 太田 茂 広島大学 77 高野 幹久 広島大学

28 大槻 純男 熊本大学 78 高橋 幸一 武庫川女子大学

29 大戸 茂弘 九州大学 79 田川 公造 東和薬品（株）

30 大森 栄 信州大学医学部附属病院 現理事 80 田川 吉彦 武田薬品工業（株）

31 荻原 琢男 高崎健康福祉大学 81 竹田 秀一 （株）ツムラ

32 奥田 真弘 三重大学 82 武田 真莉子 神戸学院大学薬学部

33 奥平 典子 第一三共（株） 83 谷川原 祐介 慶應義塾大学医学部

34 小倉 健一郎 東京薬科大学 84 田端 滋 サノフィ株式会社

35 小澤 正吾 岩手医科大学薬学部 85 千葉 康司 慶應義塾大学

36 小沢 直記 （株）IDEC 86 千葉 雅人 大鵬薬品工業（株）

37 樫山 英二 大塚製薬株式会社 87 出口 芳春 帝京大学

38 糟谷 史代 神戸学院大学 88 寺崎 哲也 東北大学

39 桂 敏也 京都大学 89 寺田 智祐 滋賀医科大学医学部附属病院

40 加藤 基浩 中外製薬（株）富士御殿場研究所 90 寺村 俊夫 アステラス製薬（株） 現理事

41 加藤 将夫 金沢大学 91 頭金 正博 名古屋市立大学大学院

42 神村 秀隆 積水メディカル(株) 92 徳井 太郎 第一三共(株)

43 川合 良成 第一三共株式会社 現理事 93 登美 斉俊 慶應義塾大学

44 川上 純一 国立大学法人浜松医科大学 94 富澤 宏樹 （株）ネモト・サイエンス

45 河津 剛一 参天製薬（株）研究開発センター 95 富田 幹雄 東北薬科大学

46 岸本 航 日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 96 内藤 真策 （株）大塚製薬工場

47 北河 修治 神戸薬科大学 97 直良 浩司 島根大学

48 木村 敏行 北陸大学 98 永井 純也 広島大学

49 楠原 洋之 東京大学 99 中島 恵美 慶應義塾大学

50 久米 俊行 田辺三菱製薬（株） 現理事 100 中島 美紀 金沢大学
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101 永田 清 東北薬科大学 151 山下 幸和 東北薬科大学

102 中西 猛夫 金沢大学 152 山下 伸二 摂南大学

103 永山 績夫 大鵬薬品工業（株）徳島研究センター 153 山下 富義 京都大学

104 成松 鎭雄 岡山大学大学院 154 山添 康 内閣府　食品安全委員会

105 西村 益浩 （株）大塚製薬工場 155 山田 一磨呂 田辺三菱製薬（株）

106 西村 有希 昭和大学 156 山田 静雄 静岡県立大学

107 二宮 真一 積水メディカル（株） 157 山田 英之 九州大学

108 丹羽 俊朗 就実大学 158 山本 昌 京都薬科大学

109 橋田 充 京都大学 159 湯浅 博昭 名古屋市立大学

110 橋本 征也 富山大学 160 湯川 栄二 第一薬科大学

111 羽鳥 晶子 独立行政法人　放射線医学総合研究所 161 吉川 剛兆 塩野義製薬（株）

112 埴岡 伸光 岡山大学大学院 162 吉成 浩一 東北大学大学院薬学研究科

113 馬場 隆彦 塩野義製薬（株） 現監事 163 吉村 勉 エーザイ（株）

114 濱田 哲暢 国立がん研究センター研究所 164 渡辺 和人 北陸大学

115 原島 秀吉 北海道大学 165 渡辺 善照 昭和薬科大学

116 檜垣 和孝 岡山大学

117 樋坂 章博 東京大学医学部付属病院

118 平塚 明 東京薬科大学 　

119 平林 英樹 武田薬品工業（株）

120 広田 孝司 東京理科大学 ・　連続2期理事就任・任期満了の評議員：

121 藤田 健一 埼玉医科大学国際医療センター

122 藤田 卓也 立命館大学

123 布施 英一 協和発酵キリン（株） 現理事

124 細谷 健一 富山大学・大学院　医学薬学研究部

125 堀 勝行 積水メディカル（株）

126 前川 京子 国立医薬品食品衛生研究所

127 前田 和哉 東京大学大学院

128 増田 智先 京都大学

129 桝渕 泰宏 千葉科学大学

130 松崎 豊 （株）新日本科学

131 松永 民秀 名古屋市立大学大学院

132 松本 宜明 日本大学　薬学部

133 丸山 徹 熊本大学

134 三浦 慎一 第一三共（株）

135 水間 俊 東京薬科大学

136 宮内 正二 東邦大学

137 三宅 正晃 大塚製薬（株）

138 宮田 昌明 東北大学

139 三輪 哲生 武田薬品工業（株）

140 莚田 泰誠 理化学研究所

141 村上 照夫 広島国際大学

142 泉二 奈緒美 東京福祉大学

143 本橋 秀之 京都薬科大学

144 森脇 俊哉 武田薬品工業（株） 現理事

145 安原 眞人 東京医科歯科大学

146 安盛 俊雄 MSD（株）

147 矢野 育子 京都大学

148 矢吹 昌司 大日本住友製薬（株）

149 山折 大 信州大学医学部附属病院

150 山口 嘉隆 塩野義製薬（株）

＊この表には被選挙権を有しない下記の評議員の名前は入っておりません

・　次期会長：　（現副会長：千葉寛）

・　2014年1月1日現在満65歳以上の評議員

　　（今井輝子、鈴木洋史、玉井郁巳、細川正清、山崎浩史、横井毅）


