
B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 塚本 淳             ､ 

所属機関（個人事業の場合は屋号） Daiichi Sankyo Inc. 

役職  

 

専門分野（できるだけ詳しく） プロジェクトマネジメント 

臨床開発学 

分子生物学 

経験年数                       ２８年 

学位 博士（医薬開発） 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など） 特になし 

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） DIA Japan Advisory Council of Japan 

member 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

三共株式会社国際開発部入社。同部にて海

外開発調整・支援ののち、国内臨床開発業務

を 経 て 2000 年 夏 Sankyo Pharma 

Development(米国開発子会社、ニュージャー

ジー州)へ赴任。現地で開発担当業務・プロジ

ェクトマネジメント業務を実践しながら、日米の

手法・考え方の違いやそれに基づく課題や可

能性を体験する。2005 年 11 月帰任。様々な

グローバルプロジェクトマネジャーとして医薬

品研究開発に従事し、RD 企画、開発薬事部

長を経て 2022 年 4 月より現職。医薬品開発

における効率的なグローバル業務運営、マネ

ジメントを専門とし、現在でも DIA 活動（米国・

日本）でセッションを運営するなどの活動も行

っている。 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名）            牧﨑 茂 

所属機関（個人事業の場合は屋号） 株式会社プロアクティブコンサルティング 

役職 代表取締役 

専門分野（できるだけ詳しく） 中小企業診断士/経営コンサルタントとして、

一般企業、農業経営、林業経営及び福祉施

設における起業及び経営支援。 

医薬品・医療機器等の研究開発及び製造販

売後業務にかかる品質管理・品質保証分野

における QA コンサルティング（薬事 QA コン

サルタント） 

経験年数 中小企業診断士・経営コンサルタント 15年 

薬事 QA コンサルタント 24年 

学位 宮崎大学工学部工業化学科卒 

資格（免許、団体発行の認定資格など） 中小企業診断士 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） 佐賀県中小企業診断協会（理事） 

宮崎大学工学部非常勤講師 

鳥栖市手をつなぐ育成会（会長） 

佐賀県手をつなぐ育成会（評議員） 

鳥栖市社会福祉協議会（評議員） 

鳥栖市立田代中学校（評議員） 

社会福祉法人若楠（評議員） 

NPO法人鳥栖市民活動ネットワーク（理事） 

（英国）Research Quality Assurance（会員） 

（米国）Society Quality Assurance（会員） 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

宮崎大学工学部非常勤講師としては、経営工

学の授業で、アントレプレナー（起業家）につ

いて 2日間の集中講義を担当します。 

経営コンサルタントとしては、経営理念・事業

理念の構築から起業及び経営支援を行いま

す。 

薬事 QA コンサルタントとしては、GLP、GCP.

から製造販売後における GMP、GVPエリアま

で、幅広い分野でそれぞれ専門家として活動

しています。 

  



 

B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 岩澤 玉青 （いわさわ たまお） 

 

所属機関（個人事業の場合は屋号） (1)リンパ浮腫ネットワークジャパン(リンネット) 

(2)聖マリアンナ医科大学病院 乳がん体験者

の会「マリアリボン」 

(3)神奈川県がん患者団体連合会 

役職 (1)代表 

(2)共同代表 

(3)役員 

専門分野（できるだけ詳しく） 団体運営、海外 BtoB営業、マーケティング、

プロジェクトマネジメント、経営改善、映像翻訳 

 

経験年数                    団体運営 ９年 

学位  

資格（免許、団体発行の認定資格など） ・乳がん体験者コーディネーター(NPO法人キ

ャンサーネットジャパン) 

・ピンクリボンアドバイザー(NPO法人 乳房健

康研究会) 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） 日本乳がん学会 患者市民参画プログラム

(BC-PAP)委員 

日本形成外科学会 患者さん向けガイドブック

小委員会 委員 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

 

 

 

 

 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名）     後藤 美穂 

    Goto Miho 

所属機関（個人事業の場合は屋号） NPO法人 CNSネットワーク協議会 

 

役職 代表理事 

専門分野（できるだけ詳しく） 患者会／家族会運営 

治験／臨床研究（CRC／CRA） 

臨床試験事務局業務 

CNS領域 

製剤学 

経験年数                       １８ 年 

学位 看護学士・医療福祉経営学修士・博士（薬学） 

資格（免許、団体発行の認定資格など） 看護師免許 

保健師免許 

日本臨床薬理学会認定 CRC 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） 一般社団法人医療開発基盤研究所 理事 

一般財団法人臨床試験支援財団 評議員 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

【テレビ／ラジオ出演】 

ADR ドイツテレビ／J-WAVE／ラジオ日本「こ

んにちは！鶴蒔靖夫です」／TBS ラジオ「蓮

見孝之まとめて！土曜日」／ニッポン放送「ひ

だまりハウス」 

【新聞】 

・朝日新聞デジタル／産経新聞／都政新報 

【書籍等】 

・看護学実践 –Science of Nursing-精神看

護学／これからの精神看護学／Nursing 

Mook 73／薬理と治療／日本臨床薬理学会

誌／ライフサイエンス出版／ファルマシア等一

部執筆 

【その他】 

・2013年度日本臨床薬理学会 CRC海外研

修員 



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 岩屋 紀子 

所属機関（個人事業の場合は屋号） １）難病こどもおとなのピアサポート familia 

２）先天性血栓性血小板減少性紫斑病の会 

役職 １）代表 

 

専門分野（できるだけ詳しく） 難病支援、患者会の運営、患者会活動の促

進。 

Patient & Public Involvement (PPI) および

Public Engagement (PE) 

 

経験年数                      22年 

学位 なし 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など） A コース修了（2020年） 

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） 一社 医療開発基盤研究所（JI4PE） 

ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会

（VHO-net） 

 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

息子が先天性の希少疾患であり、同病の患

者家族宛のニューズレター作りから始まり、３

年前には、息子とともにピアサポートの場とし

て、疾患の垣根を越えた難病カフェを主宰して

います。昨年は患者会を発足しました。 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 佐藤 隆 （さとう たかし） 

所属機関（個人事業の場合は屋号） PMオーケストラ サトウタカシ 

 

役職 個人事業主 

 

専門分野（できるだけ詳しく） 医薬品の研究開発 

プロジェクトマネジメント 

コーチング 

 

経験年数 30年 

学位 薬学修士 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など） 薬剤師 

Project Management Professional 

Certified Co-Active Professional Coach 

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） DIA PM Community 

Project Management Institute 

Project Planning and Management Forum 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

製薬会社の研究開発部門に勤務、 

2021年から副業として個人事業（プロジェクト

マネジメントに関するトレーニングやコンサル

タント、コーチング）を立ち上げる 

 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 古林 紀彦 

 

所属機関（個人事業の場合は屋号） 株式会社インテージヘルスケア 

患者インサイト室 

 

役職 室長 

専門分野（できるだけ詳しく） マーケティングリサーチ 

 

経験年数 20年 

学位 学士（経済学） 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など） 特になし 

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名） 特になし 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

新卒で（株）インテージに入社。消費財メーカ

ーを顧客とするマーケティングリサーチの業務

に従事。2017年 4月に（株）アンテリオへ異動

し、コンシューマーヘルスケア領域のマーケテ

ィングリサーチを担当した後、2021年 7月より

現職。 

 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 藤原 紀子 

所属機関（個人事業の場合は屋号） 
東京大学医科学研究所附属病院 

緩和医療･先端臨床腫瘍科 

役職 がん看護専門看護師／リサーチナース 

専門分野（できるだけ詳しく） 
がん看護学､緩和医療学 

臨床研究(マネジメント、Clinical Research Nursing) 

経験年数 15      年 

学位 保健学修士 

資格（免許、団体発行の認定資格な

ど） 

看護師、保健師 

がん看護専門看護師(日本看護協会) 

CRN-BC; Certified Clinical Research Nurse (IACRN) 

CCRP; Clinical Research Professional Certification 

(SOCRA) 

CSM; Certified Scrum Master (Scrum Alliance) 

関連する学会、団体（役員の場合は

役職名） 

・lnternational Association of Clinical Research Nurses 

(IACRN) 

(年会プログラム委員会･支部委員会委員、日本支部代

表) 

●Asia-Pacific Gynecologic Oncology Trials group 

(APGOT) 

(Executive Committee member; Operation Chair) 

●NRG Oncology(Protocol Support Committee 

Member) 

・婦人科がん臨床試験コンソーシアム(GOTIC) 

(リサーチナース委員会･教育セミナー企画委員会委員) 

・日本医療開発基盤研究所(J14PE)(理事) 

・日本がんサポーティブケア学会(研究･調査委員会委

員) 

備考（ご紹介できるプロファイルがあ

ればお願いします） 

2005年より東京大学医科学研究所附属病院看護部お

よび臨床研究支援部門に勤務｡ 2015-2016 年､臨床

(米国がんセンター)と臨床研究グループ(豪)にて､リサー

チナースの役割や臨床研究マネジメントを学ぶ(Project 

Management コース修了)。 

2016年よりリサーチナース国際学会日本支部代表、

DIA Project Management Community メンバー､2017年

より現職。 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名）  山田絵美 

所属機関（個人事業の場合は屋号） 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 

 

役職 プログラムオフィサー 

 

専門分野（できるだけ詳しく） 市民活動助成 

地域・まちづくり 

 

経験年数                       １５年 

学位 修士（学術） 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など）  

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名）  

 

 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

2006年～ハウジングアンドコミュニティ財団

（住まい・コミュニティづくりに関する助成事業

や普及啓発事業を担当） 

2012年～現職（ヘルスケア、コミュニティスポ

ーツ、子ども関連の助成事業を担当） 

 

 

  



B コース 

講師のプロファイル 

 

氏名 （姓, 名） 喜島 智香子（きじま ちかこ）        ､ 

所属機関（個人事業の場合は屋号） ファイザー株式会社 

 

役職 コミュニティ・リレーションズ部 部長 

 

専門分野（できるだけ詳しく） 患者団体支援(Patient relations)、団体運営ア

ドバイザー、Patient Advocacy 

市民活動・市民研究助成金 選考委員 

 

経験年数                20 年（患者支援） 

学位 青山学院大学経営学部 学士 

 

資格（免許、団体発行の認定資格など）  

 

関連する学会、団体（役員の場合は役職名）  

 

 

備考（ご紹介できるプロファイルがあればお願

いします） 

・前製薬協患者団体連携推進委員会 委員長

（2014～2018年 ２期４年） 

・日本医学会、日本老年歯科学会にて、「患者

が思う医学用語」について発表 

・『患者と作る医学の教科書』編著（日総研） 

・千葉大学医学部生命倫理医療プロフェッショ

ナリズム講師 

 

 

 


