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平成24年度所外研究員等の受け入れ名簿

平成24年度所外研究員等の受け入れ名簿  Researchers List in Fiscal Year 2012

（客員研究員）　52名… 平成25年３月31日現在
氏　　名 所　　　　属 受入部 入　所 退　所 性　別 備　考

末　吉　祥　子 元当所有機化学部 有機化学部 13.…4.…1 女
小　沼　博　隆 東海大学海洋学部水産学科教授 衛生微生物部 15.…4.…1 男
小　嶋　茂　雄 （独）医薬品医療機器総合機構臨時顧問 薬品部　 16.…8.…1 男
井　上　和　秀 九州大学大学院薬学研究院教授 薬理部 17.…3.…1 男
熊　谷　健　夫 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 男
飯　田　　　修 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 25.…3.31 男
吉　松　嘉　代 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 女
渕　野　裕　之 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 男
菱　田　敦　之 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 男
河　野　徳　昭 （独）医薬基盤研究所 生薬部　　 17.…4.…1 男
漆　谷　徹　郎 同志社女子大学薬学部病態生理学教室教授 毒性部 17.…4.…1 男
丹　野　雅　幸 元当所有機化学部 有機化学部 17.…5.…1 男
青　柳　伸　男 （独）医薬品医療機器総合機構顧問 薬品部 18.…4.…1 24.…9.25 男
小　泉　修　一 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授 薬理部 19.…1.…1 男
渋　谷　　　淳 東京農工大学大学院共生科学技術院准教授 センター 19.…4.…1 男
高　鳥　浩　介 東京農業大学客員教授 衛生微生物部 19.…5.…1 男
小　澤　正　吾 岩手医科大学薬学部教授 薬理部 19.…5.…1 男
三　森　国　敏 東京農工大学農学部教授 病理部 20.…1.…1 24.12.31 男
田　中　　　光 東邦大学薬学部教授 薬品部 20.…4.…1 男
小　木　美恵子 金沢工業大学バイオ・化学部応用バイオ学科教授 遺伝子細胞医薬部 20.…4.…1 女
天　野　富美夫 大阪薬科大学生体防御学研究室教授 代謝生化学部 20.…4.…1 男
竹　村　玲　子 国立看護大学校教授 安全情報部 20.…4.…1 女
江　馬　　　眞 （独）産業技術総合研究所安全科学研究部招聘研究員 総合評価研究室 20.…7.…1 男
今　井　俊　夫 国立がんセンター研究所実験動物管理室長 センター 20.12.…1 男
海老塚　　　豊 東京大学大学院薬学系研究科教授 生薬部 21.…2.…1 男
宮　田　直　樹 名古屋市立大学教授 有機化学部 21.…3.…1 男
緒　方　宏　泰 明治薬科大学薬学部教授 薬品部 21.…4.…1 男
澤　田　純　一 （独）医薬品医療機器総合機構嘱託 医薬安全科学部 21.…4.…1 男
川　原　信　夫 （独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター長 生薬部 21.…4.…1 男
降　旗　千　恵 青山学院大学理工学部化学・生命科学科客員教授 遺伝子細胞医薬部 21.12.…1 女
井　川　洋　二 東京医科歯科大学医学部生化学講座教授 毒性部 22.…2.…1 24.…4.12 男
井　上　　　達 （独）医薬品医療機器総合機構嘱託 センター 22.…4.…1 25.…3.31 男
長谷川　隆　一 （独）製品評価技術基盤機構技術専門職員 医薬安全科学部 22.…4.…1 男
田　口　　　良 中部大学生命健康科学部教授 医薬安全科学部 22.…4.…1 男
三　瀬　勝　利 （独）医薬品医療機器総合機構専門委員 衛生微生物部 22.…5.…1 男
堀　井　郁　夫 昭和大学薬学部客員教授 毒性部 22.10.…1 男
吉　川　敏　一 京都府立医科大学学長 有機化学部 22.11.…1 男
檜　山　行　雄 元当所薬品部 薬品部 23.…4.…1 男
西　島　正　弘 昭和薬科大学学長 代謝生化学部 23.…4.…1 男
頭　金　正　博 名古屋市立大学薬学部教授 医薬安全科学部 23.…4.…1 男
関　田　清　司 （独）医薬品医療機器総合機構ＧＬＰエキスパート センター 23.…4.…1 男
種　村　健太郎 東北大学大学院農学系研究科准教授 毒性部 23.…7.…1 男
西　尾　俊　幸 日本大学生物資源科学部教授 有機化学部 23.11.…1 男
能　美　健　彦 （独）医薬品医療機器総合機構プログラムオフィサー センター 24.…4.…1 男
鹿　庭　正　昭 日本生活協同組合連合会品質保証部嘱託 生活衛生化学部 24.…4….1 男
鈴　木　和　博 （独）医薬品医療機器総合機構専門委員 遺伝子細胞医薬部 24.…4.…1 男
西　村　哲　治 帝京平成大学薬学部教授 生活衛生化学部 24.…4.…1 男
山　﨑　　　壮 実践女子大学生活科学部教授 食品添加物部 24.…4.…1 男
森　川　　　馨 帝京大学大学院薬学研究科教授 安全情報部 24.…6.…1 男
廣　瀬　雅　雄 元当所病理部長 病理部 24.…7.…1 男
細　江　智　夫 星薬科大学薬化学教室教授 生薬部 24.11.…1 男
荒　戸　照　世 北海道大学大学院医学研究科連携研究センター教授 遺伝子細胞医薬部 24.10.31 女
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（協力研究員）　53名
氏　　名 所　　　　属 受入部 入　所 退　所 性　別 備　考

壷　井　　　功 日本大学医学部准教授 毒性部 11.…4.…1 男
角　田　正　史 北里大学医学部公衆衛生学教室准教授 衛生微生物部 15.…7.…1 25.…3.31 男
清　水　雅　富 東京医療保健大学講師 変異遺伝部………… 16.…7.…1 男
水　川　裕美子 同志社女子大学薬学部医療薬学科助教 毒性部……… 17.…4.…1 女
糸　数　七　重 日本薬科大学講師 生薬部 18.…4.…1 女
平　澤　祐　介 星薬科大学生薬学教室助教 生薬部 18.…5.…1 男
天　倉　吉　章 松山大学薬学部准教授 食品部 18.…5.…1 男
細　野　哲　司 横浜薬科大学講師 生物薬品部 19.…4.…1 男
袴　田　　　航 日本大学生物資源科学部農芸化学科専任講師 有機化学部 19.…5.…1 男
中　津　則　之 （独）医薬基盤研究所基盤的研究部特任講師 毒性部 19.…6.…1 男
中　込　まどか （財）乙卯研究所研究員 薬理部 19.…6.…1 女
好　村　守　生 松山大学薬学部助教 代謝生化学部 19.11.…1 男
安　食　菜穂子 金沢大学大学院自然科学研究科研究生 生薬部 19.11.…1 女
細　江　智　夫 星薬科大学薬化学教室准教授 生薬部 19.11.…1 24.10.31 男
安　藤　　　剛 東京大学大学院医学系研究科特任講師 生物薬品部 20.…4.…1 男
北　村　　　勝 名古屋大学大学院医学系研究科非常勤講師 食品衛生管理部 20.…8.…1 男
室　井　正　志 武蔵野大学薬学部准教授 衛生微生物部 21.…5.…1 25.…3.31 男
齋　藤　充　生 帝京平成大学薬学部准教授 医薬安全科学部 21.…6.…1 男
高　橋　治　男 千葉県衛生研究所上席研究員 衛生微生物部 22.…2.…1 男
入　江　かをる 元当所病理部研究員 病理部 22.…5.…1 女
久　城　真　代 （独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所主任研究員 衛生微生物部 22.…6.…1 24.…5.31 女
佐　藤　里　絵 （独）農業・食品産業技術総合研究機構研究員 代謝生化学部 22.…8.…1 女
遊　佐　精　一 中国国立常熟理工大学食品工学部客員教授 衛生微生物部 22.10.…1 男
小　林　　　哲 （独）医薬品医療機器総合機構安全第１部薬剤疫学課課長代理 生物薬品部 22.10.…1 24.…9.30 男
黒　田　拓　也 （財）先端医療振興財団先端医療センター研究員 遺伝子細胞医薬部 22.11.…1 男
草　川　森　士 （財）先端医療振興財団先端医療センター研究部門技術員 遺伝子細胞医薬部 23.…2.…1 男
中　西　広　樹 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター助教 医薬安全科学部 23.…3.…1 男
岸　岡　康　博 （独）医薬品医療機器総合機構生物系審査第一部審査専門員 生物薬品部 23.…4.…1 男
岩　浪　直　子 東京医科歯科大学生体材料工学研究所非常勤講師 薬理部 23.…4.…1 女
東　　　雄一郎…（独）医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部審査専門員 医薬安全科学部 23.10.…1 24.…9.30 男
斎　藤　守　弘 埼玉県食肉検査センター精密検査部長 衛生微生物部 23.12.…1 25.…3.31 男
山　平　多恵子 工学院大学学習支援センター講師 有機化学部 23.12.…1 女
有　田　　　誠 東京大学大学院薬学系研究科衛生化学教室准教授 医薬安全科学部 23.12.…1 男
鳥谷部　貴　祥 （独）医薬品医療機器総合機構安全第二部調査専門員 医薬安全科学部 24.…4.…1 男
鄭　　　美　和…… 元当所生薬部任期付研究員 生薬部 24.…5.…1 女
菅　野　さな枝 聖マリアンナ医科大学助教 生薬部 24.…6.…1 女
中　森　俊　輔 北里大学薬学部特任助教 生活衛生化学部 24.…6.…1 男
今　井　耕　平 芝浦工業大学大学院工学研究科非常勤講師 有機化学部 24.…6.…1 男
戸　田　雄　大 （財）乙卯研究所研究員 有機化学部 24.…7.…1 男
天　野　陽　平 （財）乙卯研究所研究員 有機化学部 24.…7.…1 男
石　川　　　格 東洋大学計算力学センター研究助手 医療機器部 24.…8.…1 男
高　田　のぞみ （財）先端医療振興財団先端医療センター研究員 遺伝子細胞医薬部 24.10.…1 女
吉　田　徳　幸 大阪大学大学院薬学研究科特任助教 遺伝子細胞医薬部 24.10.…1 男
児　玉　　　進 東北大学大学院薬学系研究科助教 医薬安全科学部 24.10.…1 男
中　村　孝　司 北海道大学大学院薬学研究院助教 薬品部 24.11.…1 男
田　埜　慶　子 国立成育医療研究センター生殖・細胞医療研究部研究員 遺伝子細胞医薬部 24.11.…1 女
齋　藤　充　弘 大阪大学医学部附属病院未来医療開発部未来医療センター講師 遺伝子細胞医薬部 24.11.…1 男
伊　東　絵望子 大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学特任研究員 遺伝子細胞医薬部 24.11.…1 女
田　島　陽　子 名古屋市立大学大学院薬学系研究科特任助教 医薬安全科学部 24.12.…1 女
若　菜　大　悟 星薬科大学薬化学教室助教 生薬部 25.…1.…1 男
脇　本　敏　幸 東京大学大学院薬学系研究科講師 生薬部 25.…2.…1 男
五十嵐　友　香 国立成育医療研究センター成育遺伝研究部研究員 遺伝子細胞医薬部 25.…2.…1 女
中　村　克　徳 名古屋市立大学大学院薬学系研究科臨床薬学分野准教授 医薬安全科学部 25.…2.…1 男
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（リサーチ・レジデント）　２名
氏　　名 所　　　　属 受入部 入　所 退　所 性　別 備　考

小　林　直　樹 （社）日本食品衛生学会 衛生微生物部 24.…9.18 男
豊　田　尚　美 （社）日本食品衛生学会 変異遺伝部 24.10.…1 25.…3.31 女

（研究生）　36名
氏　　名 依　　頼　　者 受入部 入　所 退　所 性　別 備　考

日　比　大　介 岐阜大学応用生物科学部教授 病理部 21.…4.…1 25.…3.31 男
小　沼　ル　ミ 東京都立産業技術研究センター理事長 衛生微生物部 21.…4.13 女
李　　　　　敏 東京医科歯科大学・難治疾患研究所准教授 薬理部 22.…3.…1 女
林　　　清　吾 日本獣医生命科学大学教授 病理部 22.…4.…1 25.…3.31 男
藤　枝　智　美 群馬大学大学院医学系研究科研究科長 薬理部 22.…5.…6 女
打　田　光　宏 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 医薬安全科学部 22.…6.28 男
佐　伯　和　美 東京医科歯科大学大学院教授 衛生微生物部 22.…7.…1 女
兼　丸　祐　紀 昭和大学薬学部准教授 変異遺伝部 22.10.…1 24.…9.28 男
松　尾　沙織里 岐阜大学大学院連合獣医学研究科長 センター 24.…4.…1 女
大　波　冴　子 岐阜大学大学院連合獣医学研究科長 センター 24.…4.…1 女
中　澤　志　織 北海道大学大学院生命科学院長 生物薬品部 23.…4.…1 25.…3.29 女
坂　本　祐　実 東京理科大学薬学部長 食品添加物部 23.…4.…1 25.…3.13 女
田　村　　　圭 麻布大学獣医学部薬理学研究室教授 病理部 23.…4.…1 25.…3.31 男
名児耶　早　織 工学院大学学長 有機化学部 23.…4.11 25.…3.29 女
松　下　幸　平 鹿児島大学教授 病理部 23.…5.…1 男
早　川　亮　太 東海大学海洋学部学部長 衛生微生物部 23.…8.…1 25.…3.18 男
山　﨑　莉　乃 京都大学大学院地球環境学舎学舎長 衛生微生物部 23.…9.12 24.…9.10 女
黒　田　　　顕 岐阜大学応用生物科学部教授 病理部 23.10.…1 男
山ノ内　昂　広 東京農業大学教授 食品衛生管理部 23.11.…7 25.…3.31 男
村　上　真理子 農林水産省消費・安全局長 食品衛生管理部 23.12.12 女
坂　上　祐　香 東京理科大学薬学部長 生薬部 24.…4.…1 女
城　　　しおり 名古屋市立大学大学院薬学研究科長 遺伝子細胞医薬部 24.…4.16 女
玉　川　萌　美 星薬科大学微生物学教室教授 衛生微生物部 24.…5.…1 女
荒　井　卓　也 名古屋市立大学大学院薬学研究科教授 有機化学部 24.…4.23 25.…3.31 男
湶　　　壮　平 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 食品衛生管理部 24.…4.…1 25.…3.31 男
野　口　　　瑶……… 東京薬科大学生命科学部教授 有機化学部 24.…4.…2 男
Dhakal… ramod 東京農工大学大学院農学研究院教授 病理部 24.…7.…1 24.11.…9 男
篠　倉　　　潔 東京大学大学院薬学系研究科教授 食品衛生管理部 24.…8.…1 男
Pensri… Saelee タイ国立癌研究所長 病理部 24.…9.…1 24.11.30 女
寺　崎　さち子 富山県薬事研究所長 生物薬品部 24.…9.24 24.10.19 女
鈴　木　　　勇 岐阜大学大学院連合獣医学研究科長 病理部 24.10.…1 男
張　　　智　為 台湾行政院衛生署食品薬物管理局長 食品衛生管理部 24.10.…9 24.10.12 男
秋　山　省　一 早稲田大学先端生命医化学センター長 医療機器部 24.11.…1 男
濱　田　修　一 静岡県立大学環境科学研究所教授 変異遺伝部 24.11.…1 男
大　橋　衣　映 栃木県保健福祉部長 食品衛生管理部 24.11.…5 24.12.…4 女
前　田　　　潤 神戸大学バイオシグナル研究センター教授 病理部 25.…3.…1 男
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池　田　　　香 北里大学薬学部生薬学教室教授 生活衛生化学部 23.…4.…1 25.…3.30 女
佐　藤　千　明 北里大学薬学部生薬学教室教授 生活衛生化学部 23.…4.…1 24.…8.10 女
角　亦　麻梨子 昭和女子大学大学院生活機構研究科教授 食品衛生管理部 24.…2.…1 25.…3.18 女
原　　　宏士朗…… 東京理科大学薬学部長 薬理部 24.…2.…1 25.…3.29 男
新　藤　寛　子 東京医薬専門学校学校長 生活衛生化学部 24.…3.…1 25.…1.31 女
星　川　　　彩 共立女子大学教授 代謝生化学部 24.…4.…1 25.…2.28 女
南　竹　優　美 共立女子大学教授 代謝生化学部 24.…4.…1 25.…2.…5 女
菅　原　琴　海 共立女子大学教授 代謝生化学部 24.…4.…1 25.…2.…4 女
櫻　井　太　士 東海大学海洋学部学部長 衛生微生物部 24.…4.…1 24.10.…9 男
長久保　貴　哉 芝浦工業大学工学部教授 有機化学部 24.…4.…1 25.…3.29 男
熊　谷　千鶴子 東京医薬専門学校学校長 生活衛生化学部 24.…4.…1 25.…1.31 女
青　沼　え　り 明治薬科大学学長 食品衛生管理部 24.…4.…1 24.…7.31 女
桒　原　慶　隆 明治薬科大学学長 食品衛生管理部 24.…4.…1 24.11.29 男
今　井　孝　典 明治薬科大学学長 食品衛生管理部 24.…4.…1 25.…3.22 男
永　江　朋　子 明治薬科大学学長 医薬安全科学部 24.…4.…1 25.…3.25 女
池　川　貴和子 明治薬科大学学長 医薬安全科学部 24.…4.…1 25.…3.25 女
菊　池　鉱　平 明治薬科大学学長 医薬安全科学部 24.…4.…1 25.…3.25 男
藤　原　佳　樹 明治薬科大学学長 生物薬品部 24.…4.…1 25.…3.29 男
桐　谷　裕　子 明治薬科大学学長 生物薬品部 24.…4.…1 25.…3.29 女
加　藤　永　莉 明治薬科大学学長 生物薬品部 24.…4.…1 25.…3.29 女
岡　本　悠　佑 明治薬科大学学長 生活衛生化学部 24.…4.…1 24.12.28 男
加　藤　由　訓 明治薬科大学学長 生活衛生化学部 24.…4.…1 24.12.28 男
島　﨑　愛　加 明治薬科大学学長 衛生微生物部 24.…4.…1 25.…3.22 女
八　木　千　恵 北里大学薬学部生薬学教室教授 生活衛生化学部 24.…4.…1 女
植　野　麻　美 北里大学理学部教授 生活衛生化学部 24.…4.…1 25.…3.27 女
大　塚　朋　美 共立女子大学教授 衛生微生物部 24.…4.…1 25.…3.29 女
北　山　真　弓 共立女子大学教授 衛生微生物部 24.…4.…1 25.…3.28 女
加　藤　雅　士 東京薬科大学生命科学部長 有機化学部 24.…4.…1 25.…3.29 男
小　池　沙　季 共立女子大学教授 衛生微生物部 24.…4.…1 25.…3.15 女
佐　藤　友　理 共立女子大学教授 衛生微生物部 24.…4.…1 25.…2.…8 女
白　川　真奈美 日本大学生物資源科学部長 有機化学部 24.…4.…1 25.…3.29 女
八　代　　　龍 横浜国立大学大学院工学研究院教授 薬理部 24.…4.…3 25.…3.31 男
成　田　和　人 横浜国立大学大学院工学研究院教授 薬理部 24.…4.…3 男
和　田　亮　子 共立女子大学学長 食品添加物部 24.…4.…2 25.…2.21 女
中　島　一　久 東京バイオテクノロジー専門学校学校長 衛生微生物部 24.…5.…1 24.…6.10 男
中　島　一　久 東京バイオテクノロジー専門学校学校長 変異遺伝部 24.…6.11 25.…2.20 男
出　田　奈葉子 日本大学生命化学科教授 生物薬品部 24.…5.…1 25.…3.18 女
三　須　　　藍 東京家政大学准教授 食品衛生管理部 24.…5.…7 25.…2.28 女
内　田　麻　紀 東京家政大学准教授 食品衛生管理部 24.…5.…7 25.…3.31 女
山　﨑　徳　和 工学院大学学長 有機化学部 24.…5.14 25.…3.29 男
本　吉　仁　美 工学院大学学長 有機化学部 24.…5.14 25.…3.31 女
久保田　　　尭 麻布大学獣医学部内科学第一研究室准教授 衛生微生物部 24.…9.…1 男
奈　良　麻衣子 帝京科学大学生命環境学部教授 衛生微生物部 24.11.…1 女
高　瀬　将　弘 北里大学薬学部薬理学教室教授 薬理部 25.…2.…7 男
會　田　陽　康 北里大学薬学部薬理学教室教授 薬理部 25.…2.…7 男
長谷川　陽　祐 北里大学薬学部薬理学教室教授 薬理部 25.…2.…7 男
立　花　麻貴子 横浜国立大学工学部教授 薬理部 25.…2.18 女
前　田　成　美 東京生命科学学園東京バイオテクノロジー専門学校学校長 生活衛生化学部 25.…3.…1 女
伊　東　大　我 東京医薬専門学校学校長 生活衛生化学部 25.…3.…1 男
麻　薙　美　紀 横浜国立大学工学部教授 薬理部 25.…3.…4 女


