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令和３年度（2021） 大学教員組織（教員数） 

 

 

 

 

a.教員数（本務者） 

学部等名 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1 人 － 1 人 

薬学部 － 55 人 24 人 15 人 9 人 4 人 107 人 

 － 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

2 人 16 人 18 人 



2021年4月1日

令和３（2021）年度　大学教員組織（教員配属先）

薬物解析学 教授 北川 生薬・薬用 教授 梶原 薬物動態学 教授 弓田 分子生物学 教授 川嶋（剛） 実務実習 教授 佐藤（透） 創薬研究 教授 庄司［兼］
教授 八木 資源学 教授 李 准教授 岩瀬 准教授 松岡[兼] センター 教授 山口[兼] センター 教授 塚本［兼］
講師 石橋 教授 飯塚 講師 矢野 創薬化学 教授 塚本 教授 宇佐美 教授 小笹[兼]

食化学 教授 磯村[兼] 准教授 山崎 ﾊﾞｲｵ医薬品評価学 教授 桒原 准教授 酒井（佑）［兼］ 教授 村田[兼] 教授 梶原[兼]
教授 曽根 准教授 酒井（佑） 臨床薬理学 教授 千葉 天然物 教授 庄司 准教授 渋谷 准教授 酒井［兼］
教授 速水［兼］ 講師 荒木 教授 岡［兼］ 有機化学 教授 梶原［兼］ 准教授 渡邊（美）[兼] 准教授 鰐渕［兼］
助教 住野 漢方天然物 教授 榊原 准教授 岡田 准教授 鰐渕 准教授 大塚[兼] 総合健康 教授 出雲[兼]
助教 長嶋[兼] 化学 教授 梅原 准教授 吉門 臨床解析学 教授 千葉［兼］ 准教授 難波[兼] メディカル 教授 速水[兼]

食品有機化学 教授 望月 助手 松嶋 ﾚｷﾞｭﾚﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ  教授 山田 教授 岡 准教授 桒原[兼] 研究センター
公衆衛生学 教授 埴岡 漢方薬物学 教授 喩 准教授 田口 准教授 岡田[兼] 准教授 佐竹 薬品化学総合

教授 大河原 講師 浅井 薬物治療学 教授 出雲 准教授 吉門[兼] 准教授 岡田[兼] 研究センター
准教授 礒部 助教 亀卦川 教授 日塔 薬物動態学 教授 桒原［兼］ 准教授 成田[兼] 漢方和漢薬 特任 根本

感染予防学 教授 越智※ 漢方治療学 教授 金 助手 東方 教授 弓田［兼］ 准教授 田口[兼] 調査研究センター 教授 五十鈴川（和）[兼]
教授 細野[兼] 教授 五十鈴川（和） 臨床薬剤学 教授 山口 准教授 岩瀬[兼] 講師 吉江 講師 荒木[兼]

准教授 大塚 准教授 高橋（哲） 教授 佐藤（透）[兼] 機能性物質学 教授 速水 助教 佐藤（恭）

准教授 高橋（栄） 薬品反応学 教授 波多江 准教授 桑原 講師 西崎 薬学教育 特任 伊藤（芳）

放射線科学 教授 加藤※ 教授 鈴木（真）[兼] 准教授 渡邊（美） 教職理科 教授 小宮 センター 教授 奥平
准教授 梅田 助教 市川 機能形態学 教授 黒岩 教授 細野
助教 小林（芳） 薬品分析学 教授 宮代 講師 西崎［兼］ 教授 甲斐

生化学 教授 森 教授 山下 助教 五十鈴川（知） 教授 梶原[兼]
教授 小笹 講師 中北 薬理学 教授 田邉 教授 鈴木（真）

准教授 鹿本 医薬品化学 教授 佐藤（康） 准教授 藤森 教授 中野
生体防御学 教授 中島※ 教授 磯村 病態生理学 教授 友部 准教授 岡崎

教授 川嶋（芳） 講師 奥野 特任 篠塚 講師 小林（靖）

准教授 金子 准教授 殿岡 講師 奥津
分子生物学 教授 小俣 講師 吉田 講師 新谷

教授 川嶋（剛）[兼] 助教 高梨[兼] 講師 酒井（裕）

准教授 松岡 薬剤学 教授 磯村[兼] 講師 中嶋
環境科学 教授 香川 教授 村田 講師 吉田[兼]

教授 河村 准教授 難波 助教 高梨
教授 三浦 准教授 成田 助教 長嶋

助教 村上
助手 古川
助手 近藤

教職課程 教授 梶
センター 教授 吉田

教授 小宮［兼］
講師 坂田
講師 伊藤（敬）

※の付いた教員は健康薬学科の研究室に所属しているが、臨床薬学科の教員である。

（欠）

薬学部（6年制） 薬学部（4年制）
センター

健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 薬科学科


