
 

以下、敬称略・50音順
（2020年8月現在）

①創薬分野

No.
氏　名

（敬称略）
ご所属・役職

1 浅井　史敏 株式会社セプトサピエ　取締役

2 荒川　義弘
国立大学法人筑波大学
医学医療系／つくば臨床医学研究開発機構　教授／機構長

3 今井　由美子
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
感染病態制御ワクチンプロジェクト　プロジェクトリーダー

4 内田　和久
国立大学法人神戸大学　大学院科学技術イノベーション研究科　特命教授
先端バイオ工学研究センター バイオロジクス研究部門　部門長

5 大杉　義征 大杉バイオファーマコンサルティング株式会社　代表取締役会長

6 岡田　弘晃 株式会社岡田ＤＤＳ研究所　代表取締役所長

7 唐澤　啓
(元)　協和発酵キリン　執行役員
(元)　持田製薬　常務執行役員

8 河野　隆志
国立研究開発法人国立がん研究センター　研究所 ゲノム生物学研究分野
先端医療開発センター ゲノムTR分野　研究分野長／ゲノムTR分野長

9 白井　孝 (元）公益財団法人野口研究所　顧問

10 高倉　喜信 国立大学法人京都大学　大学院薬学研究科　教授

11 谷口　彰良 国立研究開発法人物質・材料研究機構　機能性材料研究拠点　上席研究員

12 中村　正孝 国立大学法人東京医科歯科大学　名誉教授

13 成戸　昌信
株式会社東レ経営研究所　特別研究員
(元)東レ株式会社　医薬研究所長、医薬事業部門長（常任理事）

14 西原　達郎 （元）アスビオファーマ株式会社　取締役・生物医学研究所長

15 松谷　悦哉 国立大学法人大阪大学　核物理研究センター　特任教授

16 横田　恭子 学校法人東京工科大学　医療保健学部　臨床検査学科　教授

17 吉田　茂美 株式会社理研鼎業（りけんていぎょう）　共同研究促進部　部長

医療分野研究成果展開事業「産学連携医療イノベーション創出プログラム」
基本スキーム【ACT-M】/セットアップスキーム【MS】

書面審査　課題評価委員一覧



18 吉田　博明　 関西医薬品協会　研究開発アドバイザー

19 渡邊　浩之 株式会社ナード研究所　ライフサイエンス研究部　部長付



②医療技術分野

No.
氏　名

（敬称略）
ご所属・役職

1 井田　伸夫 東レ株式会社　医薬・医療事業本部 血液浄化製品事業部　主幹

2 井街　宏 国立大学法人東京大学　大学院医学系研究科　医用生体工学講座　名誉教授

3 興松　英昭 コンメッド・ジャパン株式会社　QA/RA & OPS統括責任者

4 小田　一郎 株式会社島津製作所　基盤技術研究所 研究推進室　室長

5 片倉　健男 国立医薬品食品衛生研究所　薬品部　客員研究員

6 川瀬　雅子 株式会社遺伝子治療研究所　取締役

7 菊地　 奨 オリンパス株式会社　イノベーション推進グローバル　チーフフェロー

8 木山　亮一 学校法人中村産業学園 九州産業大学　生命科学部生命科学科　教授

9 坂入 実 株式会社日立製作所　基礎研究センタ　チーフサイエンティスト

10 小路　久敬 東レ・メディカル株式会社　学術コンサルタント

11 神野　誠 学校法人国士舘 国士舘大学　理工学部　教授

12 谷　敍孝
国立研究開発法人理化学研究所　科学技術ハブ推進本部
健康生き活き羅針盤ﾘｻｰﾁｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

13 玉浦　明美
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
病院　臨床研究推進部　副研究管理・調整室　副室長

14 西村　隆雄
旭化成株式会社　　研究・開発本部　ヘルスケア研究開発センター　医療IT研究部
開発担当　課長代理

15 原田　慶恵 国立大学法人大阪大学　蛋白質研究所 　教授

16 福井　康裕 学校法人東京電機大学　参与・名誉教授

17 藤田　広志 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学　工学部　特任教授/名誉教授

18 前田　瑞夫 国立研究開発法人理化学研究所　前田バイオ工学研究室　主任研究員

19 増澤　徹
国立大学法人茨城大学　大学院 理工学研究科工学野 機械システム工学領域
理工学研究科長 工学部長 教授

20 山下　豊 公益財団法人 光科学技術研究振興財団 　事務局長



③ＭＤ

No.
氏　名

（敬称略）
ご所属・役職

1 秋山　真志
東海国立大学機構名古屋大学
大学院医学系研究科皮膚科学分野　教授

2 荒井　陽一 地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター　総長

3 飯野　ゆき子
公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター　顧問
耳鼻咽喉科/難聴・中耳手術センター　科長

4 石黒　直樹 愛知県医療療育総合センター　総長

5 市川　哲雄 国立大学法人徳島大学　大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野　教授

6 一山　智 地方独立行政法人滋賀県立総合病院　総長・病院長

7 伊藤　貞嘉 公立刈田綜合病院　特別管理者

8 井上　隆弘 国立大学法人大阪大学共創機構　産学官連携オフィス長　准教授

9 岩崎　倫政
国立大学法人北海道大学　大学院医学研究院
専門医学系部門　機能再生医学分野整形外科学教室　教授

10 岩下　光利 社会福祉法人康和会 久我山病院 　病院長

11 岩中　督 埼玉県病院事業管理者

12 上田　裕一 地方独立行政法人奈良県立病院機構　理事長

13 岡崎　賢 学校法人東京女子医科大学　医学部 整形外科　教授・講座主任

14 梶　龍兒
国立大学法人徳島大学　大学院医歯薬学研究部医科学部門内科系
臨床神経科学分野　特命教授

15 北川　雄光
学校法人慶應義塾 慶應義塾大学　医学部 外科学　教授
慶應義塾大学病院　病院長

16 北山　康彦
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　静岡県済生会 静岡済生会総合病院
副院長 病理診断科部長

17 後藤　典子 国立大学法人金沢大学　がん進展制御研究所 分子病態研究分野　教授

18 小西　郁生 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター　特別研究員

19 小林　英介
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
骨軟部腫瘍科 希少がんセンター 　医長

20 古谷野　潔 国立大学法人九州大学　大学院歯学研究院　口腔機能修復学講座 教授



21 齋藤　昭彦 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科　小児科学分野 教授

22 齋藤　伸治 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科 新生児・小児医学分野 教授

23 佐山　浩二 国立大学法人愛媛大学 大学院 医学系研究科皮膚科学　教授

24 澁谷 景子 公立大学法人大阪市立大学　大学院医学研究科放射線腫瘍学　教授

25 勝二　郁夫
国立大学法人神戸大学
大学院医学研究科附属感染症センター感染制御学分野　教授

26 田上　順次 国立大学法人東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　教授

27 滝　和郎 医療法人財団　康生会武田病院　脳卒中センター　理事・脳卒中センター長

28 館　正弘 国立大学法人東北大学　形成外科　教授

29 田中　良哉 学校法人産業医科大学　医学部　第1内科学講座　教授/医学研究科長

30 坪内　博仁 鹿児島市立病院　鹿児島市病院事業管理者・鹿児島市立病院長

31 戸高　浩司 国立大学法人九州大学 九州大学病院 ARO次世代医療センター　教授

32 直江　知樹 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 名誉院長

33 中川　昌之 国立大学法人鹿児島大学 医学部 泌尿器科学教室 教授

34 中里　雅光 国立大学法人宮崎大学 医学部内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 教授

35 仲沢　弘明 学校法人日本大学 医学部形成外科　客員教授

36 中村　治雅
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター 臨床研究支援部長

37 西川　徹 学校法人昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門　客員教授

38 西川　博嘉
国立がん研究センター研究所
腫瘍免疫研究分野　分野長／先端医療開発センター 免疫TR分野　分野長
名古屋大学大学院医学系研究科　微生物・免疫学講座　分子細胞免疫学　教授

39 錦織　千佳子 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 内科系講座皮膚科学分野 教授

40 西村　正治
豊水総合メディカルクリニック / 一般社団法人北海道呼吸器疾患研究所 理事長
国立大学法人北海道大学　名誉教授

41 根岸　 一乃 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部眼科学教室 教授

42 野田　航介 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院 眼科学教室 准教授



43 野田　公俊 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院 病原細菌制御学研究室 名誉教授

44 長谷川　好規 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 院長

45 花島　律子 国立大学法人鳥取大学　医学部　医学科脳神経医科学講座脳神経内科学分野　教授

46 羽渕　友則 国立大学法人秋田大学　大学院医学研究科 腎泌尿器科学　教授

47 原　晃　 国立大学法人筑波大学　副学長・理事・付属病院長

48 樋野　興夫
学校法人順天堂順天堂大学　名誉教授
学校法人順天堂順天堂大学　医学部　病理・腫瘍学　客員教授

49 古江　増隆 国立大学法人九州大学　大学院医学研究院 皮膚科学　教授

50 平家　俊男 兵庫県立尼崎総合医療センター　院長

51 細野　眞 学校法人近畿大学　医学部 放射線医学教室　教授

52 堀内　久徳 国立大学法人東北大学加齢医学研究所　基礎加齢研究分野　教授

53 増崎　英明 国立大学法人長崎大学　附属図書館　館長

54 松島　 博之 学校法人獨協学園 獨協医科大学　眼科学教室　准教授

55 松本　俊夫 国立大学法人徳島大学　藤井節郎記念医科学センター　顧問

56 三浦　正暢 岩手県立中央病院　循環器内科　医長

57 三嶋　理晃 社会福祉法人大阪府済生会野江病院　病院長

58 峯岸　敬 国立大学法人群馬大学　理事（教育・企画担当）・副学長

59 三森　経世 医療法人医仁会武田総合病院　院長

60 村上　信五　 名古屋市立東部医療センター　病院長

61 望月　直樹 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 研究所 理事・研究所長

62 谷内江　昭宏 国立大学法人金沢大学　金沢大学附属病院（医療安全管理部）特任教授

63 柳原　克紀
国立大学法人長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科
病態解析・診断学分野 /医学部 臨床検査医学　教授 / 検査部部長

64 吉川　秀樹 市立豊中病院　総長


