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徳島大学歴代学長

第12代  香川 征
医学博士
平成22年4月1日～

第8代 久保田 晴寿
薬学博士
昭和63年1月10日～
平成3年1月9日

第4代  北村 義男
医学博士
昭和45年1月10日～
昭和51年1月9日

第11代  青野 敏博
医学博士
平成15年1月10日～
平成22年3月31日

第7代  添田 喬
工学博士
昭和57年1月10日～
昭和63年1月9

第3代  長谷川 万吉
理学博士
昭和40年6月1日～
昭和44年9月25日

第10代  齋藤 史郎
医学博士
平成9年1月10日～
平成15年1月9日

第6代  岡 芳包
医学博士
昭和54年1月10日～
昭和57年1月9日

第2代  児玉 桂三
医学博士
昭和28年4月1日～
昭和40年3月31日

第9代  武田 克之
医学博士
平成3年1月10日～
平成9年1月9日

第5代  山田 憲吾
医学博士
昭和51年1月10日～
昭和54年1月9日

初代  中田 篤郎
医学博士
昭和24年5月31日～
昭和27年10月20日

  第１部

前史・創立から
国立大学法人化まで
1874（明治4）年～2003（平成15）年
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徳島師範学校
１８７４（明治７）年           ５月   １日     　　・徳島市旧城跡西の丸（長久館）に「徳島師範期成学校」が設けられた。これが本校の創始である。
１８７５（明治８）年         １１月　       　      ・名東県師範学校と改称された。
　　　　　　　　   １２月   ２日　      ・附属幼年学校が設けられ、上級生には実地教授の練習をなさしめる附属変則中学校が置かれた。これが　　　　　　　　　　　　　　    
　　　　　　　　　　　　　　       本県中学教育の端緒である。
１８７６ （明治９） 年        １２月                      ・高知県師範学校徳島支校と改称された。
１８７７ （明治１０） 年       １月２９日     　  ・高知県徳島師範学校と改称された。
１８７８ （明治１１） 年    １２月                      ・高知県徳島師範学校から独立して徳島女子師範学校が設置された。（明治１３ 年６月廃止）
１８８０ （明治１３） 年      ４月１６日       　・徳島師範学校と改称された。
１８８７ （明治２０） 年       １月   ７日            ・徳島尋常師範学校と改称された。
１８９０ （明治２３） 年       ７月                      ・女子部が設置された。
１８９８ （明治３１） 年       ３月１９日      　・徳島県師範学校と改称された。
１９０８ （明治４１） 年       ４月   １日            ・女子部が独立して徳島県女子師範学校が設置された。
１９４３ （昭和１８） 年      ４月   １日     　・官制改正により、徳島県師範学校及び徳島県女子師範学校は、発展的解消し、 官立の徳島師範学校が
　　　　　　　　　　　　　　       設置された。
１９４９ （昭和２４） 年       ５月３１日       　・徳島大学が設置され、同大学に包括された。

徳島青年師範学校
１９２２ （大正１１） 年       ３月   １日       　・徳島県立実業補習学校教員養成所として徳島農学校に併設された。
１９３５ （昭和１０） 年       ４月                 　・徳島県立青年学校教員養成所と改称された。
１９４０ （昭和１５） 年       ５月２４日      　 ・臨時養成科が設置された。
１９４２ （昭和１７） 年       ３月３１日      　 ・徳島県立青年学校の所在地（徳島市二軒屋町西開）に移転、同校と併設された。
１９４４ （昭和１９） 年       ４月   １日    　  ・徳島県立青年学校教員養成所を母体として官立の徳島青年師範学校が設置され、初代校長に山口県
　　　　　　　　　　　　　　       立青年学校教員養成所長古川清人が任命された。
　　　　　　　　      ８月　                 ・鳴門市撫養町の旧撫養商業学校跡地に移転した。
１９４６ （昭和２１） 年       ４月                      ・水産科が設置された。
１９４９ （昭和２４） 年       ５月３１日　       ・徳島大学が設置され、同大学に包括され、徳島大学鳴門分教場と改称された。
１９５０ （昭和２５） 年   １２ 月３１日       　・鳴門市所在の校舎を鳴門市に譲渡し、徳島市南常三島町１丁目の学芸学部新校舎に移転した。

徳島医科大学
１９４８ （昭和２３） 年       ２月１０日       　・徳島医科大学が設置され、徳島医学専門学校及び徳島高等学校を包括して発足した。
　　　　　　　　　　　　　　       ・初代学長に徳島医学専門学校長中田篤郎が任命された。
                                            １１月１１日       　・徳島市新蔵町２丁目に分院を設けた。
１９４９（昭和２４） 年       ５月３１日       　・徳島大学が設置され、同大学に徳島医学専門学校及び徳島高等学校とともに包括された。
１９５４ （昭和２９） 年       ９月１０日            ・医学博士の学位審査権が認可された。

徳島医学専門学校
１９４３ （昭和１８） 年 　  ２月２６日　       ・徳島県立徳島医学専門学校の設置が認可された。

　　　　　　　　      ４月 　                ・徳島市民病院が徳島県に移管され、徳島県立徳島医学専門学校附属医院と改称された。
　　　　　　　　      ４月２１日 　      ・初代校長に大阪帝国大学教授中田篤郎が任命された。
１９４４ （昭和１９） 年      ７月                      ・基礎学校舎（徳島市昭和町）が完工し、移転した。
１９４５ （昭和２０） 年      ４月   １日     　   ・官立に移管され、徳島医学専門学校と改称された。
１９４７ （昭和２２） 年        ３月２７日     　   ・医学専門学校特別措置法により、上級学生はB級校に準ぜられ、他のA級医学専門学校、高等学校又は
　　　　　　　　　　　　　　       大学予科に転学した。
　　　　　　　　    １０月２２日     　   ・徳島市蔵本町２丁目（現在の蔵本地区）に校舎及び附属医院を移転した。
１９４８ （昭和２３） 年         ２月１０日     　   ・徳島医科大学が設置され、徳島医学専門学校は徳島高等学校とともに包括された。また、附属医院は
　　　　　　　　　　　　　　       徳島医科大学附属病院となった。
１９４９ （昭和２４） 年         ５月３１日     　   ・徳島大学が設置され、同大学に包括された。

徳島高等学校
１９４７ （昭和２２） 年       ５月１４日     　   ・徳島高等学校が徳島医学専門学校に併設された。
１９４９ （昭和２４） 年       ５月３１日     　   ・徳島大学が設置され、同大学に包括された。

徳島工業専門学校
１９２２ （大正１１） 年    １０月２０日     　   ・官立の徳島高等工業学校が設置された。
　　　　　　　　   １２月   ４日      　   ・初代校長に熊本高等工業学校教授小溝茂橘が任命された。
１９２３ （大正１２） 年       ８月３０日     　   ・徳島市南常三島町２丁目（現在の工学部の位置）に校舎が竣工し、移転した。
１９３７ （昭和１２） 年       ４月   ９日     　   ・製薬化学科が設置された。
　　　　　　　　      ８月２６日     　   ・工業技術員養成科が設置された。
１９３９ （昭和１４） 年       ４月                      ・工作機械科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・機械技術員養成科が設置された。
１９４０ （昭和１５） 年       ４月                      ・電気工学科が設置された。
１９４３ （昭和１８） 年       ４月                      ・理数科中等教員養成機関として臨時教員養成所が附設された。
１９４４ （昭和１９） 年       ４月１日                 ・徳島工業専門学校と改称、機械科に第２部夜間部が設置された。
　　　　　　　　　　                     　・造船科が設置された。
１９４９ （昭和２４） 年       ５月３１日             ・徳島大学が設置され、同大学に包括された。

１９４９ （昭和２４） 年       ５月３１日             ・旧制の徳島師範学校、徳島青年師範学校、徳島医科大学、徳島医学専門学校、徳島高等学校および徳
                                                                             島工業専門学校を包括して学芸学部、医学部および工学部の３学部からなる徳島大学が設置された。
　　　　　　　　　　                     　・徳島医科大学長中田篤郎が初代学長に任命された。
　　　　　　　　　　                     　・学芸学部に二年制および四年制の小学校教員養成課程並びに中学校教員養成課程が、医学部に医学
                                                                             科が、工学部に土木工学科、機械工学科、薬学科、応用化学科および電気工学科が置かれた。
　　　　　　　　　　                     　・徳島医科大学附属病院は、徳島大学医学部附属病院と改称され、１０診療科［第一内科、第二内科、精
                                                                             神神経科、小児科、外科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科（院内措置）、産婦人科、中央手術
                                                                             部（院内措置）、中央材料室（院内措置）］で発足した。

1. 1  
前史
1874（明治7）年～
1948（昭和23）年

1. 2  
創設期
1949（昭和24）年～
1964（昭和39）年
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　　　　　　　　　　                     　・附属図書館は、学芸学部図書分館、医学部図書分館、工学部図書分館として発足した。
　　　　　　　　      ６月   １日    　  ・徳島大学組織規程が制定された
　　　　　　　　      ７月１５日               ・事務局を医学部から新蔵町２丁目６番地（医学部附属病院分院内）に移転した。
　　　　　　　　   １１月   ２日      　  ・徳島大学開学祝賀式典を工学部講堂において挙行した。（以後、この日を開学記念日とした。）
１９５０ （昭和２５） 年       １月   １日       　・評議会が設置された。
　　　　　　　　      ３月３１日           ・包括されていた徳島高等学校が廃止された。
　　　　　　　　     ４月    １日      　・学芸学部に二年制の小学校保育兼修課程を置いた。
　　　　　　　　     ９月   １日       　・学芸学部通信教育部が設置された。
１９５１ （昭和２６） 年      ３月３１日            ・包括されていた徳島師範学校、徳島青年師範学校、徳島医学専門学校および徳島工業専門学校が廃
                                                                             止された。また徳島大学医学部厚生女学部は、徳島大学医学部附属看護学校と改称された。
　　　　　　　　     ４月   １日          ・工学部薬学科が分離独立して薬学部が、また医学部医学科が設置された。
１９５２ （昭和２７） 年       ３月２２日             ・三木康楽賞（第１回）の贈呈式が事務局で実施された。（以後、毎年実施され現在に至る。）
　　　　　　　　     ５月   ２日           ・附属図書館が設置され、学芸学部分館および工学部分館（薬学部を含む。）を併せ常三島分館が設けら
                                                                           れ、医学部図書分館は、蔵本分館と改称された。
　　　　　　　　   １０月２１日              ・中田篤郎が病気のため学長を辞職し、医学部長兼徳島医科大学長高森時雄が学長事務取扱を命ぜら
                                                                            れた。
１９５３ （昭和２８） 年       ４月   １日             ・医学部長兼徳島医科大学長高森時雄の学長事務取扱は免ぜられ、東京大学名誉教授児玉桂三が学
                                                                            長に任命された。
　　　　　　　　     ７月２８日              ・薬学部の校舎の一部が徳島市庄町１丁目に完成し、生薬学、生物薬品化学および薬剤学の３講座が南
                                                                             常三島町の校舎から移転して授業を開始した。
１９５４ （昭和２９） 年       ２月   １日            ・徳島大学評議会を設置した。（従来の評議会を廃止）
　　　　　　　　     ４月   １日           ・徳島大学工業短期大学部が併設された。
１９５５ （昭和３０） 年       １月                     ・徳島大学の歌とバッチが選定された。
　　　　　　　　     ４月   １日            ・医学部医学進学課程が設置された。
　　　　　　　　     ４月１６日               ・大学院が設置され、大学院に医学研究科が設置された。
　　　　　　　　     ７月   １日            ・医学部の講座数は、基礎１１講座、臨床１２講座の２３講座と定められた。
　　　　　　　　     ８月   ３日            ・医学研究科に置かれる専攻の名称および課程が定められた。
１９５６ （昭和３１） 年       ４月   １日　      ・工学専攻科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・児玉桂三が学長に再任された。
１９５７昭和３２（） 年       ３月３１日           ・学芸学部二年制小学校教員養成課程が廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日           ・医学部の講座数は２４講座と定められた。
　　　　　　　　　　　　　　     ・薬学専攻科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属助産婦学校が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・学芸学部二年制中学校教員養成課程が家政科課程の１科となった。
　　　　　　　　     ６月２０日           ・アイソトープ研究室が開設された。
１９５９ （昭和３４） 年      ３月３１日            ・学芸学部通信教育部が廃止された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・学芸学部二年制中学校教員養成課程（家政科課程）が廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日           ・児玉桂三が学長に再任された。
１９６０（昭和３５ ） 年       ３月３１日           ・包括された徳島医科大学が廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日           ・医学部附属診療エックス線技師学校が設置された。
　　　　　　　　      ６月１１日            ・徳島大学創立１０周年記念式並びに学生会館開館式が挙行された。
１９６１ （昭和３６） 年       ４月   １日           ・医学部附属酵素研究施設が設置され、酵素化学部門が置かれた。
　　　　　　　　　　　　　　     ・工学部に精密機械工学科が増設された。
１９６２ （昭和３７） 年       ４月   １日           ・医学部附属病院に中央臨床検査部および中央手術部が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・児玉桂三が学長に再任された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・薬学部に製薬化学科が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属酵素研究施設に酵素生理部門が増設され、２部門となった。

１９６３ （昭和３８） 年      ３月３１日        ・学芸学部二年制小学校保育兼修課程が廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日        ・学芸学部に２課程５４学科目、医学部に１学科２５講座、薬学部に２学科９学科目、工学部に５学科２２学科目、
                                                                        共通学科目２を置くと定められた。
　　　　　　　　　　                     ・医学部附属病院に皮膚泌尿器科から分離して泌尿器科が増設された。
　　　　　　　　　　　　　      ・医学部附属衛生検査技師学校が設置された。
１９６４ （昭和３９） 年      ３月３１日        ・工学専攻科が廃止された。
　　　　　　　　   ４月   １日        ・大学院に工学研究科（二年課程、土木工学専攻、機械工学専攻、応用化学専攻、電気工学専攻の４専攻
                                                                        課程）が設置された。
　　　　　　　　　　                     ・医学部に栄養学科が設置された。
　　　　　　　　　　                     ・工学部の２４学科目が講座に改められるとともに、精密機械工学科に１講座、電気工学科に１講座が増設さ
                                                                         れた。
　　　　　　　　　　                     ・教養部（学内措置）が設置され、医学部医学進学課程は同部に包括された。
１９６５ （昭和４０） 年     ３月３１日　    ・薬学専攻科が廃止された。

１９６５ （昭和４０） 年      ４月   １日　    ・薬学部教授伊東半次郎が学長事務取扱に兼ねて命じられた。
　　　　　　　　　　　　　　・教養部が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・工学部に化学工学科、医学部栄養学科に３講座（栄養化学、栄養生理学、食品学）が増設され、薬学部の
                                                                         学科目が講座に改められるとともに、製薬化学科に１講座（微生物薬品製造学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　・大学院に薬学研究科（二年課程、薬学専攻）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・大学院工学研究科に１専攻課程（精密機械工学専攻）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　・学芸専攻科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・医学部附属病院に歯科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・医学部附属酵素研究施設に酵素病理部門が増設され、３部門となった。
　　　　　　　　　　　　　　・薬学部で薬用植物園を開園した。
　　　　　　　　   ６月   １日        ・長谷川万吉が学長に任命された。
　　　　　　　　   ９月２５日 　   ・大塚講堂の落成式が挙行された。
１９６６ （昭和４１） 年     ４月   １日 　・学芸学部は教育学部と改称された。　
　　　　　　　　　　　　　　・教育学部附属養護学校が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・大学院薬学研究科に１専攻課程（製薬化学専攻）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　・教育学部に養護学校教員養成課程および幼稚園教員養成課程が増設され、５学科目、医学部医学科に１
                                                                        講座（寄生虫学）、栄養学科に２講座（特殊栄養学、栄養衛生学）、薬学部製薬化学科に１講座（生化学）、
                                                                         工学部化学工学科に１講座（単位操作工学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　・医学部附属海洋生物実験所が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　・医学部附属病院に中央材料部が設置された。
　　　　　　　　    ５月   ６日　   ・電子計算機センターが開設された。
１９６７ （昭和４２） 年     １月２０日　   ・総合運動場が開場した。
　　　　　　　　   ２月    １日       ・医学部附属助産婦学校の位置が、新蔵町２丁目６番地から蔵本町２丁目５０番地に移転した。
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　　　　　　　　      ４月   １日 　・教育学部に特別教科（看護）教員養成課程、工学部に電子工学科、医学部栄養学科に２講座（病態栄
                                                                          養学、実践栄養学）、工学部化学工学科に１講座（化学工業装置材料）が増設された。
　　　　　　　　     ６月   １日        ・養護教諭養成所が附置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部医学科に１講座（麻酔学）が増設された。
１９６８ （昭和４３） 年       ３月３１日 　・附属図書館常三島分館が廃止された。
　　　　　　　　    ４月   １日 　・教育学部に１学科目、工学部電子工学科に１講座（固体電子工学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・栄養学専攻科が設置された。
１９６９ （昭和４４） 年        ３月３１日 　・栄養学専攻科が廃止された。
　　　　　　　　       ４月   １日 　・大学院に栄養学研究科（二年課程、栄養学専攻）が設置された。また、大学院工学研究科に１専攻課
                                                                           程（化学工学専攻）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・工学部に建設工学科が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・教育学部に１学科目、工学部電子工学科に１講座（電子回路工学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属病院に麻酔科が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属診療放射線技師学校（３月３１日付けで医学部附属診療エックス線技師学校が廃止）が設
                                                                           程置された。
　　　　　　　　      ９月２６日          ・長谷川万吉が病気により学長を辞職し、医学部教授鈴木幸夫が学長事務取扱を命ぜられた。
１９７０ （昭和４５） 年        １月   ９日       ・医学部教授北村義男が学長に任命された。
　　　　　　　　      ４月   １日        ・教育学部に１学科目、薬学部製薬化学科に１講座（薬品製造工学）が増設され、工学部建設工学科に
                                                                           ２講座（土質工学、土木防災学）が置かれ、薬学部製薬化学科の生化学講座は薬学科の講座に振り替
                                                                           えら れた。
１９７１ （昭和４６） 年        ４月   １日           ・大学院栄養学研究科に博士課程（栄養学専攻）が設置された。また、工学研究科に１専攻課程（電子
                                                                           工学専攻）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部医学科に１講座（内科学第三）、工学部建設工学科に１講座（土木計画学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属病院に第三内科が増設された。
１９７２ （昭和４７） 年        ４月   １日           ・医学部附属臨床検査技師学校が設置された。
　　　　　　　　        ５月   １日           ・教育学部に１学科目、工学部建設工学科に１講座（土木設計学）、工学部共通講座として１講座（工業
                                                                           数学第二）が増設され、薬学部製薬化学科の講座中、「有機薬品製造学」は「薬品製造化学」に、
                                                                             「無機薬品製造学」は「薬品合成化学」に、「微生物薬品製造学」は「微生物薬品学」に改められた。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属病院に理学療法部（旧物療部）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属酵素研究施設に酵素制御部門が増設され、４部門となった。
１９７３ （昭和４８） 年       １月１０日           ・北村義男が学長に再任された。
　　　　　　　　      ３月３１日           ・医学部附属衛生検査技師学校は廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日           ・工学部に情報工学科が増設され、教育学部に１学科目、工学部に共通講座として１講座が増設された。
　　　　　　　　       ４月１２日           ・医学部附属病院に中央放射線部が増設された。
１９７４ （昭和４９） 年       ４月   １日           ・教育学部に１学科目、医学部医学科に１講座（脳神経外科学）、工学部情報工学科に２講座（システム工
                                                                           学、情報応用工学）、教養部に１学科目が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院工学研究科に１専攻課程（建設工学専攻）が増設された。
１９７５ （昭和５０） 年       ４月   １日            ・医学部医学科に２講座（ウイルス学、口腔外科学）、工学部情報工学科に１講座（計画数学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・保健管理センターが設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・薬学部附属薬用植物園が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・徳島大学養護教諭特別別科が設置された。
　　　　　　　　    １０月   １日            ・医学部附属病院に分娩部が増設された。
１９７６ （昭和５１） 年      １月１０日            ・医学部教授山田憲吾が学長に任命された。
　　　　　　　　      ５月１０日            ・工学部情報工学科に１講座（情報基礎工学）が増設された。
　　　　　　　　   １０月   １日            ・歯学部が設置された。歯学部に歯学科が設置され、２講座が置かれた。
１９７７ （昭和５２） 年       ４月   １日            ・教育学部に養護教諭養成課程が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院工学研究科に１専攻課程（情報工学専攻）が増設された。

　　　　　　　　        ４月１８日 　・医学部医学科の１講座（口腔外科学）が廃止され、歯学部歯学科に３講座（歯科保存学、歯科補綴学、口
                                                                          腔外科学）が増設された。
　　　　　　　　    １０月  １日 　・医学部附属病院歯科口腔外科に歯学部の保存診療部門、補綴診療部門、矯正診療部門を含め診療を                                                                          
                                                                          開始した。
１９７８ （昭和５３） 年        ４月    １日 　・教育学部に２学科目が、歯学部歯学科に５講座（口腔解剖学第一、口腔生理学、口腔病理学、歯科理工
                                                                          学、歯科保存学第二）が増設された。
１９７９ （昭和５４） 年         １月１０日 　・医学部教授岡芳包が学長に任命された。
　　　　　　　　        ３月３１日 　・養護教諭養成所が廃止された。
　　　　　　　　          ４月   １日 　・教育学部に２学科目が、歯学部歯学科に５講座（口腔解剖学第二、口腔細菌学、歯科薬理学、予防歯科
                                                                          学、歯科補綴学第二）が、工学部機械工学科に１講座（動力工学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・歯学部附属病院が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・歯学部附属病院に７診療科が設置され、医学部附属病院の歯科口腔外科は廃止された。また、診療施設
                                                                          として総合診療室、予診室、臨床検査室、手術室、材料室、技工室、放射線室を設置した。
　　　　　　　　        ５月１０日 　・歯学部附属病院において７診療科の診療を開始した。
１９８０ （昭和５５） 年        ４月    １日 　・歯学部歯学科に２講座（口腔外科学第二、歯科放射線学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・歯学部附属病院に２診療科（第二口腔外科、歯科放射線科）が増置された。
１９８１ （昭和５６） 年        ４月    １日  　・工学部電気工学科に１講座（応用電気工学）が増設された。
１９８２（昭和５７ ） 年         １月１０日  　・工学部教授添田喬が学長に任命された。
　　　　　　　　          ４月   １日 　・歯学部歯学科に１講座（小児歯科学）が、工学部精密機械工学科に１講座（精密機械設計学）が増設
                                                                          された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・医学部附属病院に難聴診療部が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・歯学部附属病院に１診療科（小児歯科）が増設された。
１９８３ （昭和５８） 年        ４月    １日  　・大学院に歯学研究科（歯学専攻）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・医学部附属病院に救急部が増設された。
１９８４ （昭和５９） 年         ４月１１日   　・医学部医学科に１講座（臨床検査医学）が増設された。
１９８５ （昭和６０） 年         １月１０日         ・添田喬が学長に再任された。
　　　　　　　　          ４月   １日 　・医学部附属動物実験施設が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・工学部電子工学科に１講座（光電子工学）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・医学部附属病院に心臓血管外科が増設された。
１９８６ （昭和６１） 年         ４月２１日          ・教育専攻科が廃止された。
　　　　　　　　         ４月２２日         ・教育学部を改組して総合科学部が設置された。それに伴ない、教育学部附属小学校、同附属中学校、
                                                                          同附属養護学校および同附属幼稚園は、鳴門教育大学に移管された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・総合科学部に総合科学科が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・大学開放実践センターが設置された。
１９８７ （昭和６２） 年         ４月   １日           ・大学院薬学研究科に、薬学専攻、製薬化学専攻を改組し、博士課程（薬品科学専攻）が設置された。
　　　　　　　　         ５月２１日            ・薬学部の１３講座が薬学科（生理・衛生薬学、薬力学・薬剤学）および製薬化学科（薬品素材学、医薬品化
                                                                          学）の４大講座に改められた。
　　　　　　　　　　　　　　       ・医学部附属酵素研究施設及び医学部附属海洋生物実験所を廃止して、酵素科学研究センター（酵素化
                                                                          学、酵素生理学、酵素病理学、酵素制御学、酵素遺伝学および酵素細胞学の６部門）が設置された。
　　　　　　　　      １０月   １日            ・徳島大学医療技術短期大学部が併設された。
１９８８ （昭和６３） 年         １月１０日             ・薬学部教授久保田晴寿が学長に任命された。
　　　　　　　　          ４月   １日 　・工学部の９学科を改組し、建設工学科、機械工学科、化学応用工学科、電気電子工学科、知能情報工学
                                                                          科および生物工学科の６学科が設置された。
　　　　　　　　          ４月   ８日  　・工学部の４４講座が１７大講座に改められた。
１９９０ （平成２） 年            ３月３１日  　・教育学部が廃止された。
　　　　　　　　　　　　　　       ・医学部附属看護学校、同附属診療放射線技師学校、同附属臨床検査技師学校は廃止された。
　　　　　　　　         ６月   ８日  　・医学部附属病院に輸血部が増設された。

第１部      前史・創立から国立大学法人化まで
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　　　　　　　　   １２月２０日            ・長井記念ホールの竣工記念式が挙行された。
１９９１ （平成３） 年          １月１０日            ・医学部教授武田克之が学長に任命された。
　　　　　　　　        ３月３１日            ・医学部附属助産婦学校は廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日 　・大学院工学研究科に博士課程３専攻（物質工学、生産開発工学、システム工学）が設置された。また、
                                                                           修士課程９専攻を博士前期課程５専攻（建設工学、機械工学、化学応用工学、電気電子工学、知能情報
                                                                           工学）に改組した。
　　　　　　　　      ４月１２日  　・地域共同研究センターが設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院工学研究科（博士後期課程）に６大講座（物性工学、物質変換工学、生産工学、開発保全工学、
                                                                           情報システム工学、電子機械システム工学）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・歯学部附属病院に１診療科（歯科麻酔科）が増設された。
１９９２ （平成４） 年         ４月   １日 　・大学院工学研究科博士前期課程に生物工学専攻が増設された。
　　　　　　　　      ４月１０日 　・薬学部附属薬用植物園を改組して、薬学部附属医薬資源教育研究センター（植物環境資源学分野、海
                                                                           洋環境資源学分野）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属病院に集中治療部が増設された。
１９９３ （平成５） 年           ３月３１日            ・教養部が廃止された。

１９９３ （平成５） 年         ４月   １日 　・一般教養に関する教育は、全学共通教育として総合科学部が中心となり、全学部が協力して行うことに
                                                                           なった。
　　　　　　　　　　　　　　     ・総合科学部総合科学科が人間社会学科、自然システム学科の２学科に改組された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・総合科学部総合科学科６大学科目が、人間社会学科（言語文化、人間社会文化、経済社会システム、行
                                                                           動科学）および自然システム学科（数理科学、物質科学、生命科学）の７大学科目に改められた。
　　　　　　　　　　　　　　     ・薬学部附属医薬資源教育研究センターに環境生物工学分野が増設された。
　　　　　　　　    １０月   １日            ・工学部に光応用工学科１大講座（光機能材料）が設置され、建設工学科に１大講座（社会システム工
                                                                           学）、機械工学科に１大講座（生産システム）、電気電子工学科に１大講座（知能電子回路）がそれぞれ増
                                                                           設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・併設工業短期大学部の廃止決定に伴い、工学部建設工学科、機械工学科、化学応用工学科、電気電
                                                                           子工学科、知能情報工学科、生物工学科に夜間主コースが設けられた。
１９９４ （平成６） 年         １月１０日 　・武田克之が学長に再任された。
　　　　　　　　      ４月   １日 　・大学院に人間・自然環境研究科（修士課程、人間環境専攻、自然環境専攻）が設置された。
　　　　　　　　      ６月２４日 　・総合科学部の７大学科目は７大講座に改められた。
　　　　　　　　　　　　　　     ・総合情報処理センターが設置された。
１９９５ （平成７） 年         ４月   １日 　・工学部光応用工学科に１大講座（光情報システム）が増設された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・医学部附属病院に形成外科が増設された。
　　　　　　　　      ４月２０日  　・国際交流会館が竣工した。（徳島県板野郡北島町高房）
１９９６ （平成８） 年         ３月３１日  　・併設工業短期大学部が廃止された。
　　　　　　　　      ５月１１日  　・大学院薬学研究科に医療薬学専攻（博士課程・独立専攻）が設置された。
　　　　　　　　      ７月１９日   　・サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーが設置された。

１９９７（平成９ ） 年          １月１０日            ・名誉教授齋藤史郎が学長に任命された。
　　　　　　　　        ３月３１日            ・酵素科学研究センターが廃止された。
　　　　　　　　      ４月   １日 　・分子酵素学研究センターが設置された。（１０年間の時限施設）
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院工学研究科にエコシステム工学専攻（博士課程・独立専攻）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・歯学部附属病院に特殊歯科総合治療部が設置された。
　　　　　　　　    １０月   １日            ・スペース・コラボレーション・システムの運用を開始した。
１９９８ （平成１０） 年      ４月   １日 　・大学院工学研究科に光応用工学専攻（博士前期課程）が設置された。
　　　　　　　　      ４月   ９日 　・ゲノム機能研究センターが設置された。
１９９９ （平成１１） 年      ４月   １日 　・医学部附属病院に周産母子センターが設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・共通教育センター（学内措置）が設置された。
　　　　　　　　    １１月   ２日 　・徳島大学創立５０周年記念式典が挙行された。
２０００ （平成１２） 年       １月１０日            ・齋藤史郎が学長に再任された。
　　　　　　　　      ４月   １日 　・大学院工学研究科博士後期課程の３専攻を４専攻（物質材料工学専攻、マクロ制御工学専攻、機能システ
                                                                           ム工学専攻、情報システム工学専攻）に改組した。
２００１ （平成１３） 年    １０月   １日            ・医学部保健学科８講座（基礎看護学、成人・高齢者看護学、母性・小児看護学、地域・精神看護学、医用放
                                                                           射線科学、診療放射線技術学、機能系検査学、形態系検査学）が設置された。
２００２ （平成１４） 年      ４月   １日 　・医学部医学科の３１講座が９大講座（発生発達医学、病態予防医学、社会環境医学、情報統合医学、病態
                                                                           情報医学、感覚情報医学、器官病態修復医学、生体防御腫瘍医学、感覚運動系病態医学）に改組された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院医学研究科の５専攻が医学専攻（博士課程）に改組された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院医学研究科にプロテオミクス医科学専攻（博士課程）が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・歯学部歯学科に１講座（歯学麻酔学）が増設された。
２００３ （平成１５） 年       １月１０日            ・名誉教授青野敏博が学長に任命された。
　　　　　　　　      ４月   １日 　・医学研究科に修士課程が設置された。
　　　　　　　　　　　　　　     ・大学院人間・自然環境研究科に臨床心理学専攻修士課程が設置された。
　　　　　　　　      ６月   １日 　・教育実践推進機構が設置された。
　　　　　　　　      ８月   １日 　・知的財産本部が設置された。
　　　　　　　　    １０月   １日 　・医学部附属病院と歯学部附属病院を統合し、医学部・歯学部附属病院（徳島大学病院）を創設した。
　　　　　　　　   １１月２５日 　・社会連携推進機構が設置された。

第１部      前史・創立から国立大学法人化まで

1. 4  
整備・拡充期
1993（昭和5）年～
2003（昭和15）年
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