
日本薬理学会 代議員一覧 

（五十音順） 

2022 年 4 月現在 

相澤 直樹 獨協医科大学 医学部 薬理 

青山 峰芳 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 病態解析 

浅沼 幹人 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 脳神経機構 

東 泰孝 大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科 獣医学専攻応用薬理学教室 

阿部 和穂 武蔵野大学 薬学部 薬理 

天ヶ瀬 紀久子 立命館大学 薬学部 病態薬理学 

安東 賢太郎 千葉科学大学 薬学部 薬理 

池谷 裕二 東京大学 大学院薬学系研究科 薬品作用 

池田 和隆 (公財)東京都医学総合研究所 依存性物質プロジェクト 

池田 弘子 星薬科大学 薬学部 薬物治療 

池田 龍二 宮崎大学 医学部附属病院 薬剤部 

石毛 久美子 日本大学 薬学部 薬理 

石澤 啓介 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 臨床薬理 

石澤 有紀 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 医学域 医科学部門生理系 薬理学分野  

泉 剛 北海道医療大学 薬学部 薬理学講座(臨床薬理毒理学) 

稲津 正人 東京医科大学 医学総合研究所 

井上 敦子 福山大学 薬学部 薬物治療 

居場 嘉教 摂南大学 理工学部 病態薬理 

衣斐 督和 金城学院大学 薬学部 生体機能解析学 

今村 武史 鳥取大学 医学部 薬理学・薬物療法学 

岩本 隆宏 福岡大学 医学部 薬理 

大野 行弘 大阪医科薬科大学 薬学部 薬品作用解析 

大矢 進 名古屋市立大学 大学院医学研究科 薬理 

岡村 信行 東北医科薬科大学 医学部 薬理 

小坂田 文隆 名古屋大学 大学院創薬科学研究科 細胞薬効解析学分野 

小原 祐太郎 山形大学 医学部 薬理 

笠井 淳司 大阪大学 大学院薬学研究科 神経薬理 

梶岡 俊一 国際医療福祉大学 福岡薬学部 薬学科 

加藤 伸一 京都薬科大学 薬学部(本校舎) 薬物治療 

加藤 英明 国際医療福祉大学 薬学部 薬理 

加藤 総夫 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 神経科学研究部 

釜井 隆男 獨協医科大学 医学部 泌尿器科 

亀井 淳三 順天堂大学 健康総合科学先端研究機構 

北市 清幸 岐阜薬科大学 薬学部 薬物動態 



木村 和哲 名古屋市立大学 大学院医学研究科 臨床薬剤 

葛巻 直子 星薬科大学 薬学部 薬理 

熊井 俊夫 聖マリアンナ医科大学 医学部 薬理学教室 

久米 利明 富山大学 大学院医学薬学研究部 応用薬理学 

倉本 展行 摂南大学 薬学部 機能形態学研究室 

栗原 崇 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 生体情報薬理 

呉林 なごみ 順天堂大学 医学部 薬理 

合田 光寛 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 臨床薬理学分野 

輿水 崇鏡 自治医科大学 医学部 分子薬理 

小菅 康弘 日本大学 薬学部 薬理 

小林 恒雄 星薬科大学 医薬品化学研究所 機能形態 

小林 真之 日本大学 歯学部 薬理 

小山 豊 神戸薬科大学 薬学部 薬理 

三枝 禎 日本大学 松戸歯学部 薬理 

斎藤 顕宜 東京理科大学 薬学部 薬学科 

櫻井 隆 順天堂大学 医学部 薬理 

佐藤 薫 国立医薬品食品衛生研究所 薬理部 第一室 

佐藤 岳哉 東北大学 大学院医学系研究科 病態液性制御学分野 

佐藤 洋美 千葉大学 大学院薬学研究院 臨床薬理 

佐藤 光利 明治薬科大学 薬学部 医薬品安全性 

座間味 義人 岡山大学 医学部 臨床薬剤 

四宮 一昭 徳島文理大学 薬学部 

柴田 佳太 昭和大学 薬学部 薬理 

嶋澤 雅光 岐阜薬科大学 薬学部 薬効解析 

清水 翔吾 高知大学 医学部 薬理 

清水 孝洋 高知大学 医学部 薬理 

下田 和孝 獨協医科大学 医学部 精神神経医学講座 

首藤 隆秀 久留米大学 医学部 薬理 

白井 康仁 神戸大学 大学院農学研究科 生命機能科学 

白川 久志 京都大学 大学院薬学研究科 生体機能解析 

新谷 紀人 大阪大学 大学院薬学研究科 神経薬理 

菅原 英輝 鹿児島大学 医学部歯学部附属病院 薬剤部 

千本松 孝明 埼玉医科大学 リサーチアドミニストレーションセンター 

平 英一 岩手医科大学 医学部薬理学講座 情報伝達医学 

高井 真司 大阪医科薬科大学 大学院医学研究科 創薬医学 

高木 教夫 東京薬科大学 薬学部 応用生化学 

田頭 秀章 福岡大学 医学部 薬理 



高田 和幸 京都薬科大学 薬学部(本校舎) 統合薬科学系 

高田 龍平 東京大学 医学部附属病院 薬剤部 

高野 博之 千葉大学 大学院薬学研究院 分子心血管薬理 

高原 章 東邦大学 薬学部 薬物治療 

宝田 剛志 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 組織機能修復 

田熊 一敞 大阪大学 大学院歯学研究科 薬理学教室 

竹内 弘 九州歯科大学 歯学部 口腔応用薬理 

田中 康一 兵庫医療大学 薬学部 薬理 

田中 智之 京都薬科大学 薬学部(本校舎) 薬理 

田中 宏幸 岐阜薬科大学 薬学部 免疫生物学 

田中 芳夫 東邦大学 薬学部 薬理 

谷村 明彦 北海道医療大学 歯学部 口腔生物学系薬理 

田野中 浩一 東京薬科大学 薬学部 分子細胞病態薬理 

茶木 茂之 大正製薬(株) 総合研究所 創薬薬理第一研究室 

辻 まゆみ 昭和大学 医学部 薬理(医科薬理学部門) 

辻 稔 国際医療福祉大学 薬学部 薬理 

筒井 正人 琉球大学 大学院医学研究科 薬理学 

寺薗 英之 鹿児島大学 医学部歯学部附属病院 薬剤部 

東田 千尋 富山大学 和漢医薬学総合研究所 神経機能学分野 

徳山 尚吾 神戸学院大学 薬学部 臨床薬学 

永井 拓 藤田医科大学 精神・神経病態解明センター 神経行動薬理学研究部門 

中川 崇 富山大学 学術研究部医学系 分子医科薬理 

中川 貴之 京都大学 医学部附属病院 薬剤部 

中川西 修 東北医科薬科大学 薬学部 薬理 

中原 努 北里大学 薬学部 分子薬理 

中村 一基 武庫川女子大学 薬学部 薬理Ⅰ 

西 昭徳 久留米大学 医学部 薬理 

西田 基宏 九州大学 大学院薬学研究院 生理学分野 

西村 有平 三重大学 大学院医学系研究科 統合薬理学 

西山 成 香川大学 医学部 薬理 

新田 淳美 富山大学 大学院医学薬学研究部 薬物治療 

根本 隆行 福岡大学 医学部 薬理 

橋本 弘史 千葉大学 大学院医学研究院 薬理学 

東 洋一郎 高知大学 医学部 薬理 

人見 浩史 関西医科大学 医学部 iPS・幹細胞再生医学講座 

檜井 栄一 岐阜薬科大学 薬学部 薬理 

平山 友里 千葉大学 大学院医学研究院 薬理学教室 



弘瀬 雅教 岩手医科大学 薬学部 分子細胞薬理 

松本 直樹 聖マリアンナ医科大学 医学部 薬理 

水谷 暢明 金城学院大学 薬学部 薬理 

宮川 和也 国際医療福祉大学 薬学部 薬理 

村山 尚 順天堂大学 医学部 薬理 

茂木 正樹 愛媛大学 大学院医学系研究科 薬理学 

森 秀治 就実大学 薬学部 医療薬学部門・生体情報学 

森 泰生 京都大学 大学院工学研究科 分子生物化学 

森岡 徳光 広島大学 大学院医系科学研究科 薬効解析科学 

守屋 孝洋 奥羽大学 薬学部 

山口 重樹 獨協医科大学 医学部 麻酔科学 

山田 充彦 信州大学 大学院医学系研究科 分子薬理 

山村 寿男 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 細胞分子薬効解析 

山脇 英之 北里大学 獣医学部 獣医薬理 

結城 幸一 旭川医科大学 医学部 薬理 

吉川 雄朗 東北大学 大学院医学系研究科 機能薬理 

米山 雅紀 摂南大学 薬学部 薬理 

 


