
専攻 講　座 分　野 氏　名 職　名 学　位 研究室所在

薬品創製化学 薬品合成化学 高　須　清　誠 教　授 博士(薬) 薬学研究科本館４F

瀧　川　　　紘 講　師 博士(理)

山　岡　庸　介 助　教 博士(薬)

薬品分子化学 竹　本　佳　司 教　授 薬学博士 薬学研究科本館４F

塚　野　千　尋 講　師 博士(生命科学)

小　林　祐　輔 助　授 博士(薬)

薬品資源学 伊　藤　美千穂 准教授 博士(薬) 医薬系総合研究棟2F

薬品機能統御学 薬品機能解析学 松　﨑　勝　巳 教　授 博士(薬) 薬学研究科新館３F

星　野　　　大 准教授 博士(理)

矢　野　義　明 講　師 博士(薬)

構造生物薬学 加　藤　博　章 教　授 農学博士 薬学研究科本館３F

中　津　　　亨 准教授 博士(農)

　 山　口　知　宏 助　教 博士(理)

製剤機能解析学 石　濱　　　泰 教　授 博士(薬) 薬学研究科本館３F

 杉 山 直 幸 (兼) 准教授 博士(理)

張　　　心　儀 助　教 博士（理）

精密有機合成化学 精密有機合成化学 川　端　猛　夫 教　授 薬学博士 化学研究所

上　田　善　弘 助　教 博士(薬)

森　崎　一　宏 助　教 博士(創薬科学)

生体分子薬学 生体分子認識学 竹　島　　　浩 教　授 博士(医) 薬学研究科本館２F

柿　澤　　　昌 准教授 博士(理)

市　村　敦　彦 　 　 助　教（特定） 博士(薬科学)

ヒトレトロウイルス学 松　岡　雅　雄 　　客員教授 医学博士 ウイルス研究所

　 安　永　純一朗 講　師 博士(医)

志　村　和　也 助　教 博士(医)  

分子ウイルス学 小　柳　義　夫 教　授 博士(医) ウイルス研究所

　 中　野　雄　介 　 　 助　教（特定） 博士（医）

感染防御学 竹　内　　　理 教　授 博士(医) ウイルス研究所

三　野　亨　史 助　教 博士(工)

植　畑　拓　也 　 　 助　教（特定） 博士(医)

免疫制御学 生　田　宏　一 教　授 医学博士 ウイルス研究所

原　　　崇　裕 助　教 博士(生命科学)

崔　　　广　為 助　教 博士（医科学）

生体機能薬学 遺伝子薬学 三　宅　　　歩 講　師 博士(薬) 薬学研究科本館２F

生理活性制御学 井　垣　達　吏 教　授 博士(医) 生命科学研究科

大　澤　志津江 准教授 博士(薬) （薬学研究科本館３F）

榎　本　将　人 助　教 博士(医)

谷　口　喜一郎 　 　 助　教（特定） 博士（工）

生体情報薬学 生体情報制御学 中　山　和　久 教　授 医学博士 薬学研究科新館４F

申　　　惠　媛 准教授 博士(理)

加　藤　洋　平 助　教 博士(薬)

神経機能制御学 根　岸　　　学 教　授 薬学博士 生命科学研究科

加　藤　裕　教 准教授 博士(薬)

生体機能化学 生体機能化学 二　木　史　朗 教　授 薬学博士 化学研究所

今　西　未　来 講　師 博士(薬)

河　野　健　一 助　教 博士(薬)

薬学研究科関係教員

薬
科
学

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(医学･生命科学 総合
研究棟１F)
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専攻 講　座 分　野 氏　名 職　名 学　位 研究室所在

薬品動態医療薬学 薬品動態制御学 　 山　下　富　義(兼) 教　授 博士(薬) 薬学研究科新館２F

樋　口　ゆり子 講　師 博士(薬)

薬品作用解析学 久　米　利　明 客員教授 博士(薬) 薬学研究科本館１F

臨床薬学教育 米　澤　　　淳 准教授 博士(薬) 医学部附属病院

（第３臨床研究棟２F）

病態機能解析学 病態機能分析学 小　野　正　博 教　授 博士(薬) 薬学研究科新館４F

渡　邊　裕　之 助　教 博士(薬)

病態情報薬学 髙　倉　喜　信 教　授 薬学博士 薬学研究科新館２F

髙　橋　有　己 准教授 博士(薬)

生体機能解析学 金　子　周　司 教　授 薬学博士 薬学研究科本館２F

白　川　久　志 准教授 博士(薬)

永　安　一　樹 助　教 博士(薬)

医療薬剤学 医療薬剤学 松　原　和　夫 教　授 医学博士 医学部附属病院

中　川　貴　之 准教授 博士(薬) （第３臨床研究棟２F）

今　井　哲　司 講　師 博士(薬)

大　村　友　博 助　教 博士(薬)

中　川　俊　作 助　教 博士(薬)

医薬創成情報科学 薬理ｹﾞﾉﾐｸｽ･ｹﾞﾉﾑ創薬科学 平  澤      明 准教授 博士(医) 薬学研究科新館３F

ケモゲノミクス・ 大　野　浩　章 教　授 博士(薬) 薬学研究科新館５F

薬品有機製造学 大　石　真　也 准教授 博士(薬)

井　貫　晋　輔 助　教 博士(薬)

システムバイオロジー 土　居　雅　夫 教　授 博士(理) 薬学研究科別館４F

Jean Michel Fustin 　 　 講　師（特定） 博士(理)

山　口　賀　章 助　教 博士(生命科学)

システムケモセラピー 掛　谷　秀　昭 教　授 博士(工) 薬学研究科新館５F

（制御分子学） 服　部　　　明 准教授 博士(薬)

統合ゲノミクス 緒　方　博　之 教　授 博士(理) 化学研究所

Romain Blanc-Mathieu 助　教 ※  ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ

遠　藤　　　寿 助　教 博士(環境科学)

分子設計情報 馬見塚　　　拓 教　授 博士(理) 化学研究所

Canh Hao Nguyen 助　教 博士(知識科学)  ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ

医薬品開発教育  高 須 清 誠 (兼) 教　授 博士(薬) 薬学研究科

 久 米 利 明 (兼) 客員教授 博士(薬)

創薬科学教育  髙 倉 喜 信 (兼) 教　授 薬学博士

実践臨床薬学 山　下　富　義 教　授 博士(薬)

 米　澤　 淳 (兼) 准教授 博士(薬)

津　田　真　弘 講　師 博士(薬)

Christin Rakers 　 　 講　師（特定） ＊

宗　    可奈子 助　教 博士（薬）

傳　田　将　也 　 　 助　教（特定）博士（薬科学）

情報科学教育  掛 谷 秀 昭 (兼) 教　授 博士(工)

 大 石 真 也 (兼) 准教授 博士(薬)

先端創薬研究プロジェクト 杉　山　直　幸 准教授 博士(理) 医薬系総合研究棟3F

附属薬用植物園 中　山　和　久 教　授 薬学博士 薬学研究科

寄附講座 ナノバイオ
　　 嶋　田　　　裕 客員教授 博士(医) 薬学研究科本館３F

医薬創成科学 清　水　一　治 客員教授 工学博士

須　藤　哲　央 客員教授 博士(理)

米　原　　　伸 客員教授 博士(理)

武　井　義　則 　 　 講　師（特定） 博士(薬)

＊PｈD(pharmaceutical Chemistry)

薬
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統合薬学教育開発
　　　　　　　センター

※Doctoral degree(University Pierre Marie Curie)
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