
委員名 所属・役職

1 青井 貴之 国立大学法人神戸大学 大学院 医学研究科 内科系講座 幹細胞医学分野 教授

2 浅野 浩一郎 東海大学  医学部内科学系呼吸器内科学 教授

3 安藤 正志 愛知県がんセンター中央病院  薬物療法部   医長

4 井上 博之 福岡大学医学部 呼吸器内科   診療教授

5 臼田 実男 日本医科大学大学院 呼吸器外科学分野 教授

6 岡田 賢司 福岡看護大学 教授 福岡歯科大学医科歯科総合病院 予防接種センター長 

7 神﨑 晋 社会福祉法人旭川荘  旭川荘療育・医療センター 院長

8 近藤 充弘 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 委員長

9 佐々木裕 大阪中央病院特別顧問　熊本大学 名誉教授

10 佐藤 陽治 医薬品食品衛生研究所 再生・細胞医療製品部部長

11 島田 英昭 学校法人東邦大学 大学院消化器外科学講座・大学院臨床腫瘍学講座 教授

12 椙村 春彦 国立大学法人浜松医科大学  腫瘍病理学講座 教授

13 田代 聡 広島大学 原爆放射線医科学研究所 所長

14 鎮西 清行 産業技術総合研究所　健康工学研究部門　副研究部門長

15 ◎中西 洋一 北九州市立病院機構 理事長

16 中村 治雅 国立精神・神経医療研究センター病院 臨床研究・教育研修部門 臨床研究支援部 部長

17 丹生 健一 国立大学法人神戸大学大学院  医学研究科外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野 教授

18 野口 昌克 日本医療機器開発機構 事業開発シニアディレクター

19 浜本 洋 帝京大学研究所・センター 医真菌研究センター 准教授

20 深見 希代子 東京薬科大学生命科学部 生命医科学科 名誉教授・客員教授

21 古江 美保 株式会社セルミミック　代表取締役 

22 三谷 絹子 学校法人獨協医科大学 内科学（血液・腫瘍） 教授

23 宮澤 恵二 山梨大学大学院総合研究部（医学域）教授

24 楊河 宏章 徳島文理大学　保健福祉学部看護学科　教授

25 渡邉 裕司 浜松医科大学 理事・副学長

（敬称略、五十音順、◎委員長）

『橋渡し研究プログラム』　課題評価委員会　preF分科会 委員一覧



委員名 所属・役職

1 稲垣 治 前 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 運営委員会 幹事

2 内田 憲孝 株式会社リガク 執行役員 ライフサイエンス事業部 事業部長

3 内野 慶太 NTT東日本関東病院 腫瘍内科 部長

4 木下 芳一 兵庫県立はりま姫路総合医療センター　院長

5 後藤 葉一 公立八鹿病院 院長

6 小宮山 靖 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会 部会長

7 澤邉 岳彦 株式会社INCJ ベンチャー・グロース投資グループ 健康・医療チーム マネージングディレクター

8 ◎中西 洋一 北九州市立病院機構 理事長

9 中林 哲夫 医薬品医療機器総合機構 研究支援・推進部 企画調整課長

10 平尾 敦 国立大学法人金沢大学 がん進展制御研究所 遺伝子染色体構築研究分野 教授

11 藤本 克彦 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 研究開発企画室 幹事

12 本間 一弘 国立研究開発法人産業技術総合研究所名誉リサーチャー

13 松野 彰  国際医療福祉大学 医学部 脳神経外科 統括主任教授

14 美上 憲一 国立循環器病研究センター 臨床研究推進センター臨床研究管理部 部長

15 横田 知哉 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長

（敬称略、五十音順、◎委員長）

『橋渡し研究プログラム』　課題評価委員会　シーズF/B分科会 委員一覧



委員名 所属・役職

1 飯島 貞代 元 株式会社 LSI メディエンス 診断薬事業本部学術部 リサーチ・フェロー

2 大石 由美子 学校法人日本医科大学 生化学・分子生物学（代謝・栄養学）教授

3 小髙 裕之 国立大学法人神戸大学学術・産業イノベーション創造本部産学連携コーディネーター

4 嘉田 晃子 国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 臨床研究企画管理部 生物統計研究室長

5 金倉 譲 住友病院 院長

6 楠岡 英雄 国立病院機構 理事長

7 髙橋 邦彦 東京医科歯科大学 M&Dデータ科学センター メディカル統計数理研究部門生物統計学分野 教授

8 ◎中西 洋一 北九州市立病院機構 理事長

9 前﨑 繁文 学校法人埼玉医科大学 感染症・感染制御科 教授

（敬称略、五十音順、◎委員長）

『橋渡し研究プログラム』　課題評価委員会　シーズC分科会 委員一覧


