
日本薬理学会 代議員一覧 

（五十音順） 

2023 年 1 月現在 

相澤 直樹 獨協医科大学 医学部 薬理 

相澤 風花 徳島大学病院 薬剤部 

青山 峰芳 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 病態解析 

吾郷由希夫 広島大学 大学院医系科学研究科 細胞分子薬理学 

朝霧 成挙 山口大学 大学院医学系研究科 薬理学 

東  泰孝 大阪公立大学 大学院獣医学研究科 予防薬理学 

安達 一典 明海大学 歯学部 歯科薬理 

天野 英樹 北里大学 大学院医療系研究科 分子薬理学 

安西 尚彦 千葉大学 大学院医学研究院 薬理 

安東賢太郎 千葉科学大学 薬学部 薬理 

安東 嗣修 金城学院大学 薬学部 病態薬理 

飯塚 健治 北海道医療大学 薬学部 病態生理 

飯村 忠浩 北海道大学 大学院歯学研究院 薬理学 

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 康将 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 

池田 龍二 宮崎大学 医学部附属病院 薬剤部 

石井  優 大阪大学 大学院生命機能研究科 免疫細胞生物学 

石川 智久 静岡県立大学 大学院薬学研究科 薬理 

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 

礒濱洋一郎 東京理科大学 薬学部 応用薬理 

衣斐 督和 金城学院大学 薬学部 生体機能解析学 

今井由美子 (国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 感染病態制御ワクチンプロジェクト 

岩田 和実 京都府立医科大学 大学院医学研究科 病態分子薬理 

岩本 隆宏 福岡大学 医学部 薬理 

位田 雅俊 岐阜薬科大学 薬学部 薬物治療 

上田 泰己 東京大学 大学院医学系研究科 システムズ薬理 

大内 基司 獨協医科大学 医学部 薬理 

大谷 直由 獨協医科大学 医学部 

小澤光一郎 広島大学 大学院医系科学研究科 治療薬効 

小原祐太郎 山形大学 医学部 薬理 

粕谷 善俊 千葉大学 大学院医学研究院 分子生体制御 



香月 博志 熊本大学 大学院生命科学研究部(薬学教育) 薬物活性 

加藤 幸成 東北大学 大学院医学系研究科 抗体創薬研究 

金子 周司 京都大学 大学院薬学研究科 生体機能解析 

金子 雅幸 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科(薬学系) 創薬薬理学 

金田 勝幸 金沢大学 医薬保健研究域 薬学系 薬理 

亀井 淳三 順天堂大学 健康総合科学先端研究機構 

川畑 篤史 近畿大学 薬学部 病態薬理 

河原 幸江 久留米大学 医学部 薬理 

木内 祐二 昭和大学 医学部 薬理(医科薬理学部門) 

北市 清幸 岐阜薬科大学 薬学部 薬物動態 

北岡 志保 兵庫医科大学 医学部 薬理 

北嶋  聡 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター毒性部 

北中 純一 兵庫医科大学 薬学部 薬理 

北中 順惠 兵庫医科大学 医学部 薬理 

北村 佳久 立命館大学 薬学部 薬効解析科学 

北村 佳久 就実大学 薬学部 薬物治療学 

吉川 公平 田辺三菱製薬(株) 創薬本部 免疫炎症創薬ユニット 

木村  徹 杏林大学 医学部 薬理 

久米 利明 富山大学 大学院医学薬学研究部 応用薬理学 

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 

合田 光寛 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 臨床薬理学 

小林 真之 日本大学 歯学部 薬理 

齊藤 源顕 高知大学 医学部 薬理 

酒井 規雄 広島大学 大学院医系科学研究科 神経薬理学 

酒井 大樹 山口大学 大学院医学系研究科 法医学 

坂本 謙司 帝京大学 薬学部 医薬品作用 

櫻井  隆 順天堂大学 医学部 薬理 

笹岡 利安 富山大学 学術研究部（薬学・和漢系） 病態制御薬理学 

佐々木拓哉 東北大学 大学院薬学研究科 薬理学 

佐藤  薫 国立医薬品食品衛生研究所 薬理部 第一室 

佐藤 久美 北海道科学大学 薬学部 薬理 

座間味義人 岡山大学 医学部 臨床薬剤 

沢村 達也 信州大学 医学部 分子病態学 

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 

首藤  剛 熊本大学 大学院生命科学研究部(薬学教育) 遺伝子機能応用 

新谷 紀人 和歌山県立医科大学 薬学部 薬品作用学 



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 

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 

高橋 富美 産業医科大学 医学部 薬理 

田熊 一敞 大阪大学 大学院歯学研究科 薬理学 

武田 泰生 鹿児島大学 附属病院 薬剤部 

田中 康一 兵庫医科大学 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  光 東邦大学 薬学部 薬物 

田辺 光男 北里大学 薬学部 薬理 

田野中浩一 東京薬科大学 薬学部 分子細胞病態薬理 

丹野 孝一 東北医科薬科大学 薬学部 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   稔 国際医療福祉大学 薬学部 薬理 

土屋浩一郎 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 医薬品機能生化学 

冨田 修平 大阪市立大学 大学院医学研究科 分子病態薬理 

冨田太一郎 東邦大学 医学部 生理 

戸村 裕一 アルファフュージョン株式会社 研究開発部 

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 

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 

中原  努 北里大学 薬学部 分子薬理 

中村 浩之 千葉大学 大学院薬学研究院 薬効薬理 

中山  恒 旭川医科大学 医学部 薬理学 

奈邉  健 摂南大学 薬学部 薬効薬理 

成田  年 星薬科大学 薬学部 薬理 

新村 貴博 徳島大学病院 総合臨床研究センター 

西田 基宏 九州大学 大学院薬学研究院 生理学 

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 

野田 幸裕 名城大学 薬学部 病態解析Ⅰ 

野村  洋 名古屋市立大学 大学院医学研究科 認知機能病態学 

橋本 弘史 千葉大学 大学院医学研究院 薬理学 

林 啓太朗 獨協医科大学 医学部 薬理 

林  良憲 日本大学 歯学部 生理 

東 洋一郎 高知大学 医学部 薬理 



檜井 栄一 岐阜薬科大学 薬学部 薬理 

日比野 浩 大阪大学 大学院医学系研究科 薬理学講座 統合薬理学 

藤尾  慈 大阪大学 大学院薬学研究科 臨床薬効解析 

藤田 智史 日本大学 歯学部 基礎自然科学分野（生物学） 

藤田 朋恵 獨協医科大学 医学部 薬理 

堀  正敏 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理 

本田  健 山口大学 大学院医学系研究科 薬理学 

益岡 尚由 金沢医科大学 医学部 薬理学 

眞鍋 一郎 千葉大学 大学院医学研究院 

見尾 光庸 就実大学 薬学部 応用薬学・薬効解析 

溝口 尚子 明海大学 歯学部 生理 

溝口 広一 東北医科薬科大学 薬学部 機能形態学 

宮川 和也 国際医療福祉大学 薬学部 薬理 

茂木 正樹 愛媛大学 大学院医学系研究科 薬理学 

森  友久 星薬科大学 薬学部 薬理学 

森岡 徳光 広島大学 大学院医系科学研究科 薬効解析科学 

森口 茂樹 東北大学 大学院薬学研究科 附属医薬品開発研究センター 

八木 健太 徳島大学病院 総合臨床研究センター 

谷内 一彦 東北大学 大学院医学系研究科 機能薬理 

柳川 芳毅 北海道医療大学 薬学部 薬理学 

山口  拓 長崎国際大学 薬学部 薬物治療学 

山澤 徳志子 東京慈恵会医科大学 医学部 分子生理 

山田 充彦 信州大学 大学院医学系研究科 分子薬理 

山村  彩 愛知医科大学 医学部 生理 

山本 清文 日本大学 歯学部 薬理 

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 

吉澤 一巳 東京理科大学 薬学部 疾患薬理 

吉栖 正典 奈良県立医科大学 医学部 薬理 

和田孝一郎 島根大学 医学部 薬理 

 


