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Medicine and Pharmaceutical

University of 

富山大学大学院  医学薬学教育部（薬学系）

　医学・薬学を基盤とする特色のある教育と研究を行い，人間尊重の精神と高い専門性を
もつ人材を育成する。さらに豊かな創造力を培い，学術研究の進歩を担い，社会に積極的
に貢献できる教育研究者ならびに高度専門職業人を育成する。

教育理念

　創薬科学をはじめとする最新の薬学教育を行う。特に薬学分野の多様化を視野に入れ，
生命科学や物質科学を基盤として，分子設計創薬学，薬効解析学，予防保健薬学，和漢薬
学，臨床薬学などの特色ある教育・研究を行う。薬学の先端的分野で活躍できる人材とし
て，大学・研究機関，製薬関連企業において活躍できる研究者・技術者を育成する。

専攻における人材育成等の目的

（博士前期課程：2年制）
薬科学専攻

（博士課程：4年制）
薬学専攻

　臨床薬学ならびに和漢医薬学の先端的な教育・研究を行う。さらに薬学領域の進展を視
野にいれ，生命科学や創薬科学に関する最先端の教育・研究も取り入れる。臨床薬学領域
を推進できる人材として，大学において臨床薬学の教育・研究を推進できる人材，病院等
において指導的役割を担える人材，製薬関連企業や病院等において治験業務を含めた医薬
品開発を推進できる人材を育成する。

（博士後期課程：3年制）
　博士前期課程の教育・研究を基盤として，基礎薬学から臨床薬学にわたる最先端の薬学
教育を行う。薬学領域の進展に対応し，ゲノム情報，遺伝子発現と細胞機能，生体分子の
構造と相互作用，薬物動態，和漢薬の基礎科学，分子レベル薬化学などの先端的な教育・
研究と和漢薬を含む医薬品の相互作用の解析等，特色ある教育・研究を行う。薬学領域の
教育・研究を推進できる人材として，大学・研究機関において薬学領域の基礎科学を創造
できる人材，製薬関連企業において新薬を創成できる人材を育成する。
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富山大学大学院医学薬学教育部
（薬学系）について　

富山大学大学院医学薬学教育部（薬学系）は，大学院医学薬学研究部（薬学系）と和漢医薬学総

合研究所の教員で構成され，優れた教育・研究を展開しています。化学系，物理系，生物系，薬剤・

薬理系の基礎研究を基盤に，「新しい薬を創る」，「薬の新しい働きを知る」，「薬でからだをまもる」，「和

漢薬に現代科学のメスを入れる」等の教育・研究を推進しています。臨床薬学に関する教育では，附

属病院薬剤部のスタッフも加わり高度な薬剤師の養成を目指しています。また，医学薬学研究部（薬

学系）は，医学系の専攻とも密接に連携し，臨床に関わる研究にも力を入れています。

薬科学専攻（博士前期課程）では，薬学領域の最先端の知識と技術を教授するとともに，自分で

物事を考え，研究を進めることができる学生を育てています。修了生の多くは，製薬関連企業の研究

者・技術者，県などの行政機関のエキスパート，大学・研究機関の研究員として働いています。また

就職先からは，有能な高度専門職業人としての高い評価を得ています。

薬科学専攻（博士後期課程）では，博士前期課程の研究をさらに推進し，豊かな創造力を培って学

術研究の進歩を担い，社会に積極的に貢献できる教育・研究者ならびに高度専門職業人を育成してい

ます。修了生の多くは，大学・研究機関の研究員，製薬関連企業の研究者等として活躍しており，高

い評価を得ています。

薬学専攻（博士課程）では，臨床薬学ならびに和漢医薬学の最先端の知識と技術を教授するとと

もに，生命科学や創薬科学に関する最先端の教育・研究も取り入れて，臨床薬学領域を推進でき，病

院等において指導的役割を担える研究者ならびに高度専門職業人を育成しています。また，製薬関連

企業や病院等において治験業務を含めた医薬品開発を推進できる人材育成にも力を入れております。

21世紀における課題の１つとして，高齢化社会における医療の充実があげられますが，日本のみな

らず国際的にも，社会的ニーズに対応し，薬学の先端的分野で活躍できる人材が広く求められていま

す。意欲ある学生が本教育部（薬学系）に進学してくれることを期待しています。
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研究室の紹介 5

杉谷キャンパス周辺マップ 22

　薬剤学研究室 5

　応用薬理学研究室 5

　生体認識化学研究室 6

　がん細胞生物学研究室 6

　薬化学研究室 7

　薬品製造学研究室 7

　分子神経生物学研究室 8

　遺伝情報制御学研究室 8

★分子細胞機能学研究室 9

　薬用生物資源学研究室 9

　分子合成化学研究室 10

　生体界面化学研究室 10

★構造生物学研究室 11

　薬物生理学研究室 11

　医療薬学研究室 12

　植物機能科学研究室 12

　病態制御薬理学研究室 13

　医薬品安全性学研究室 13

　薬物治療学研究室 14

　臨床薬剤学研究室（附属病院薬剤部） 14

　製剤設計学講座 15

　生薬資源科学研究室 15

　天然物化学研究室 16

　複合薬物薬理学研究室 16

　病態生化学研究室 17

　消化管生理学研究室 17

　栄養代謝学研究室 18

　漢方診断学研究室 18

　神経機能学研究室 19

　和漢薬製剤開発研究室 19

　化学研究室 20

　生物学研究室 20

★ゲノム機能解析研究室 21
　（生命科学先端研究支援ユニット） 

※ ★印：博士課程にあっては，教授は生命融合科学教育部を担当する。
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薬学研究棟
Faculty of Pharmacy and 
Pharmaceutical
Sciences Building

薬師岳
Yakushi-dake

薬と薬

富山が誇る3000m級の山々
が連なる立山連峰。そのなかに
薬師岳があります。薬師岳の頂
上には開山期間中、医薬の仏と
して古くから信仰されている薬
師如来（左手に薬壺を持つ）が
安置されています。薬学部の屋
上からは、雄大な薬師岳を見る
ことができます。何かの縁を感
じます。



富山大学 杉谷キャンパス 案内図

・JR富山駅から
富山地方鉄道バス（3番乗り場）
富山大学附属病院前下車（所要時間  約30分）

・JR高岡駅から
加越能バス(2番乗り場）
富山大学附属病院前下車（所要時間  約50分）

・富山きときと空港から
空港から直接本学に乗り入れるバス路線はありません。
空港からは富山駅までバスで行き， 
JR富山駅にて富山地方鉄道バスに乗り換えてください。
　所要時間 富山きときと空港～JR富山駅 約20分
 JR富山駅～本学杉谷キャンパス 約30分

・北陸自動車道から
富山西I.Cより約5分

〒930-0194 富山市杉谷2630
問い合わせ先　医薬系学務課入試担当　TEL. 076-434-7138

○バス JR富山駅前 （南口３番のり場 16系統 富山大学附属病院循環）　約30分　杉谷（医薬系）キャンパス／
 富山空港　約20分　JR富山駅
○タクシー JR富山駅　約20分　杉谷（医薬系）キャンパス／富山きときと空港　約20分　杉谷（医薬系）キャンパス
○車 北陸自動車道「富山西I.C.」　約5分　杉谷（医薬系）キャンパス

http://www.pha.u-toyama.ac.jp/index-j.html

国立大学法人

富山大学 薬学部

至金沢

至金沢

至新潟

至東京

至魚津

至新潟

至岐阜

城南公園前

安田

平岡

古沢

総野

 富山城址
●

至金沢

あいの風とやま鉄道

北陸新幹線

●富山大学
　五福キャンパス
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北陸自動車道小杉
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44

62

富山市ファミリーパーク

呉羽トンネル

北陸自動車道

ファミリー
パーク前

コンビニ古沢小

至太閤山・高岡 至野町・本郷

至富山

至長沢

安田

GS
○文

朝日小

朝日公民館
…案内板
…信　号

○文総野平岡

富山大学
杉谷キャンパス

富山
西I.C

県道富山小杉線
有沢線

富山大学杉谷キャンパス

薬学研究棟および和漢医薬学総合研究所

交通の御案内

表紙の説明

　富山大学薬学部は，1893年創立の共立富山薬学校に始まり，現在まで約120年の長い
歴史を有しています。大学院に関しても特筆すべき歴史をもち，1963年には，薬系国立新
制大学のトップを飾って大学院修士課程が設立され，1978年には，大学院薬学研究科博
士課程（医療薬科学専攻）が設立されました。

　表紙は，「富山のくすり」の歴史と伝統に立脚した，富山大学大学院（薬学系）の最先端
研究により，世界をリードする独創的な研究成果が発信され続けている様子をイメージし
ています。フラスコの中には，富山県立薬学専門学校（1910年開校）の写真，富山売薬を
代表する「反魂丹」の薬袋，反魂丹の元祖である「静閑翁」を描いた版画，売薬の土産品
の紙風船，明治時代に使用されていた薬研（やげん）やはかりの写真などに加え，現在の
大学院の研究内容に関する図や写真を多数配置し，富山大学オリジナルの「溢れる躍動
感」が伝わるようにしました。伝統と先端が調和した薬都・富山で学んでみませんか？



富山大学大学院
医学薬学教育部（薬学系）
〒930-0194  富山市杉谷2630番地　TEL.（076）434ー7662

Ⅲ


