
大学執行部 2021年4月1日 現在

役職 氏名

学長 下條　文武

副学長 杉原　多公通

学長特別補佐 若林　広行

学長特別補佐 伊藤　満敏

薬学部長 酒巻　利行

応用生命科学部長 重松　亨

事務部長 田上　隆



学長顧問、特別招聘教授等 2021年4月1日 現在

学長顧問

氏名 所属

櫻井　勝 金沢大学名誉教授

特別招聘教授

氏名 所属

柳衛　宏宣
東京大学大学院　客員研究員
医療法人社団杏林堂　医員
社団医療法人啓愛会　非常勤医師



名誉教授 2021年4月13日 現在

名誉教授

氏名 称号番号 称号授与年月日

安江　政一 第１号 1982/9/21

野田　光蔵 第２号 1983/3/7

小野塚　忠義 第３号 1983/3/7

中村　辛一 第４号 1983/3/7

小山　誠太郎 第５号 1983/3/7

坂口　武一 第６号 1984/3/16

野本　祥治 第７号 1984/3/16

青木　清 第８号 1984/3/16

渡辺　栄一 第９号 1984/3/16

関　正郎 第１０号 1984/3/16

立間　実 第１１号 1985/3/8

宮村　定男 第１２号 1985/3/8

高見沢　映 第１３号 1988/3/7

朝比奈　菊雄 第１４号 1988/7/1

小村　弌 第１５号 1990/3/19

浅妻　康二 第１６号 1994/3/25

松浪　清 第１７号 1994/3/25

渋谷　武 第１８号 1994/3/25

矢島　治明 第１９号 1995/5/22

岡林　一藏 第２０号 1995/5/22

冨田　裕 第２１号 1995/5/22

北村　智明 第２２号 1995/5/22

神代　昭 第２３号 1995/5/22

前田　達郎 第２４号 1995/5/22

青柳　保 第２５号 1998/4/13

加藤　旭 第２６号 1999/4/12

吉本　昭夫 第２７号 2000/4/10

池川　信夫 第２８号 2001/4/9

平田　寛孝 第２９号 2001/4/9



多村　憲 第３０号 2004/4/1

片山　肇 第３１号 2004/6/21

嶋田　健次 第３２号 2006/4/21

増田　康輔 第３３号 2006/4/21

大胡　惠明 第３４号 2006/4/21

田中　信正 第３５号 2006/4/21

髙木　正道 第３６号 2007/4/20

中谷　一泰 第３７号 2007/4/20

倉田　忠男 第３８号 2008/4/18

池城　安正 第３９号 2009/4/1

宇田　裕 第４０号 2009/4/1

及川　紀久雄 第４１号 2009/4/1

山崎　幹夫 第４２号 2010/4/1

長友　孝文 第４３号 2010/4/1

佐々木　正憲 第４４号 2011/4/1

平岡　昇 第４５号 2011/4/1

平山　匡男 第４６号 2011/4/1

小西　徹也 第４７号 2012/4/1

武内　征司 第４８号 2012/4/1

波田野　義比古 第４９号 2012/4/1

小宮山　忠純 第５０号 2013/4/1

高中　紘一郎 第５１号 2013/4/1

鰺坂　勝美 第５２号 2014/4/1

尾﨑　昌宣 第５３号 2015/4/1

河野　健治 第５４号 2015/4/1

大野　智 第５５号 2016/4/1

太田　達夫 第５６号 2016/4/1

藤原　英俊 第５７号 2017/6/20

渡邊　賢一 第５８号 2017/6/20

北川　幸己 第５９号 2018/4/17

石黒　正路 第６０号 2019/4/16

高橋　努 第６１号 2021/4/13

田中　宥司 第６２号 2021/4/13



客員教授等 2021年4月1日 現在

客員教授

氏名 所属

油谷　幸代
産業技術総合研究所
生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ
副ラボ長

田村　具博 産業技術総合研究所　生命工学領域　領域長

矢追　克郎
産業技術総合研究所　生物プロセス研究部門
バイオデザイン研究グループ　研究グループ長

市田　隆文 湘南東部総合病院　院長

川嶋　朗 東京有明医療大学　保健医療学部　教授

服部　信孝 順天堂大学　医学部長　同学部　脳神経内科　教授

大泉　毅
一般社団法人日本環境衛生センター
アジア大気汚染研究センター  情報管理部長

小野　和宏 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　教授

井口　清太郎 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　特任教授

高橋　昌 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　特任教授

寺井　崇二 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　教授

豊島　宗厚 新津医療センター病院　院長

夏苅　英昭 帝京大学薬学部　名誉教授

古市　泰宏 株式会社ジーンケア研究所　取締役会長

牧野　公子 東京理科大学薬学部　教授

倉田　忠男 新潟薬科大学　名誉教授

平山　匡男 新潟薬科大学　名誉教授



藤井　智幸 東北大学大学院農学研究科  教授

吉田　康 株式会社ブルボン　代表取締役社長

渡邊　健一 石本酒造株式会社　技術顧問

島村　達郎 京都大学医学部　特任講師

袁　世華
杏林中医薬情報研究所　所長
新潟薬科大学　特別招聘教授

稲川　裕之 自然免疫制御技術研究組合　研究本部長

杣　源一郎 自然免疫制御技術研究組合　代表理事

佐藤　征也 株式会社グリーンズグリーン　会長取締役

客員准教授

氏名 所属

和泉　邦彦 新潟大学大学院　医歯学総合研究科　特任講師

柴田　浩孝 エーザイ株式会社　マネージャー
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