
平成15年度教官・担当大学院対応一覧
氏名 研究所での所属 職名 研究室ＵＲＬ 担当大学院 大学院ＵＲＬ

浅野茂隆 分子療法分野

新井賢一 染色体制御分野

泉　友則 プロテオーム解析 http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/Proteomics/ 医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

礒辺俊明 プロテオーム解析 客員教授 http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/Proteomics/ 医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

井ノ上逸朗 ゲノム情報応用診断 医学系研究科　病因・病理学専攻

井上純一郎 分子発癌分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/BunshiHatsugan/index.html

医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/index.html

井上純一郎 〃 〃 〃 薬学系研究科　機能薬学専攻 http://www.f.u-tokyo.ac.jp/

井上貴文 脳神経発生・分化分野 助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/kagaku/index-J.html 医学系研究科　脳神経医学専攻

伊庭英夫 宿主寄生体学分野 教授
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/div-host-
parasite/Version1.html 医学系研究科　病因・病理学専攻

伊庭英夫 〃 〃 〃 理学系研究科　生物化学専攻

岩倉洋一郎 細胞機能研究分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cem_dcb/index.html 理学研究科　生物化学専攻

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/index-
ja.html

岩倉洋一郎 〃 〃 〃 新領域研究科　情報生命科学専攻 http://www.k.u-tokyo.ac.jp/bi/

岩倉洋一郎 〃 〃 〃 医学研究科　病因・病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

岩倉洋一郎 〃 〃 〃 農学生命科学研究科　獣医学専攻 http://www.a.u-tokyo.ac.jp/index.html

岩本愛吉 感染症分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/didai/home.html 医学系研究科　内科学専攻

大海　忍 遺伝子動態分野 助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/ohmiken/index.htm 医学系研究科　病因・病理学専攻

小柳津直樹 検査部 助教授

甲斐知恵子 実験動物研究施設 教授 医学系研究科　病因・病理学専攻

甲斐知恵子 実験動物研究施設 教授 農学生命科学研究科



氏名 研究所での所属 職名 研究室ＵＲＬ 担当大学院 大学院ＵＲＬ

片山栄作 分子構造解析分野 教授 医学研究科　分子細胞生物学専攻

河岡義裕 ウイルス感染分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/virology/firstpage.htm 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

北村俊雄 細胞療法分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/zouketsu/index.html

医学系研究科　生殖発達加齢医学
専攻

北村義浩 感染症分野 助教授 医学系研究科　内科学専攻

清野　宏 炎症免疫学分野 教授 医学系研究科　病因・病理学
http://www.m.u-
tokyo.ac.jp/html/3_organization/staffs_
org.html

小林一三
遺伝子動態分野　遺伝
子ダイナミックス領域

助教授 http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/ikobaya 理学系研究科　生物化学専攻
http://www.biochem.s.u-
tokyo.ac.jp/2002/info.html

小林一三 〃 〃 〃 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

斎藤　泉 遺伝子解析施設 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/idenshi/hpmain.html 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

斎藤春雄 分子細胞情報分野 教授
http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/lab/h-
saito.html 理学系研究科　生物化学専攻 http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/

榊　佳之 ゲノム機能解析分野 教授
http://www.hgc.ims.u-
tokyo.ac.jp/japanese/labo-j.html 医学系研究科　分子生物学専攻

榊　佳之 〃 〃 〃 理学系研究科　生物化学専攻

笹川千尋 細菌感染分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/bac/h.p./mainpage.html 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp/index.html

佐藤典治 ゲノム診療部

渋谷正史 腫瘍抑制分野 教授 医学系研究科　病因病理学専攻

清水哲男
ゲノム医療情報ネット
ワーク分野

http://www.transrec.jp 情報理工学系研究科　システム情
報学

菅野純夫 ゲノム構造解析分野 助教授
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/sugano-
ken/suganof.html 医学系研究科　病因・病理学専攻

清木元治 腫瘍細胞社会学分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancercell/index.html 医学研究科　病因病理学専攻

仙波憲太郎 分子発癌分野 助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/BunshiHatsugan/

医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

高木　智 免疫調節分野 助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/meneki/index-j.html 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp/



氏名 研究所での所属 職名 研究室ＵＲＬ 担当大学院 大学院ＵＲＬ

高崎誠一 腫瘍分子医学分野 助教授 薬学系研究科　機能薬学専攻

高崎誠一 〃 〃 医学系研究科　病因・病理学専攻

高津聖志 免疫調節分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/meneki/index-j.html 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp/

高橋恒夫 細胞プロセッシング

竹縄忠臣 腫瘍分子医学分野

田中廣壽 免疫病態分野

田原秀晃 臓器細胞工学分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp//sur+trans/Lesson%20Files/Li
brary/home.htm

医学系研究科　外科学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp/

辻浩一郎 細胞療法分野

程　肇 ゲノム機能解析分野

東條有伸 分子療法分野 助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/home.htm 医学系研究科　内科学専攻

中井謙太 ゲノムデータベース分野 助教授 http://www.hgc.ims.u-tokyo.ac.jp/~knakai/ 情報理工学系研究科コンピュータ科
学専攻

http://www.i.u-tokyo.ac.jp/

中内啓光
幹細胞治療動物モデル
分野

教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/sct/index.html 医学系研究科病因病理

中村哲也 内科（感染免疫内科）

中村祐輔
ゲノムシークエンス解析
分野

中村義一 遺伝子動態分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/molbiol/H0.html 理学系研究科　　生物化学専攻 http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/

西中村隆一
幹細胞シグナル分子制
御

客員助教授
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/stem/index-
j.html

医学系研究科、分子細胞生物学専
攻

野阪哲哉 造血因子探索 客員助教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/zouketsu/index.html

医学系研究科 内科学専攻 血液・腫
瘍病態学

服部成介 細胞ゲノム動態解析 客員教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/CellProt/index.htm

医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

林田眞和 手術部



氏名 研究所での所属 職名 研究室ＵＲＬ 担当大学院 大学院ＵＲＬ

古川洋一
ゲノムシークエンス解析
分野

助教授 http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/nakamura/ 医学系研究科　病因・病理学専攻

堀本泰介 ウイルス感染分野

真鍋俊也 神経ネットワーク分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/NeuronalNetwork/Neuronal_N
etwork/Index japanese.htm

医学系研究科　脳神経医学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp/

三木裕明 癌遺伝形質分野 助教授 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

御子柴克彦 脳神経発生・分化分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/kagaku/index-J.html 医学系研究科　脳神経医学専攻

南　学 放射線科 助教授

三宅健介 感染遺伝学分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/kanseniden/top.htm 医学系研究科　病因病理学専攻 http://square.umin.ac.jp/PIM/

宮野　悟 DNA情報解析分野 教授 http://bonsai.ims.u-tokyo.ac.jp/ 情報理工学系研究科　コンピュータ
科学専攻

http://www.i.u-tokyo.ac.jp/cs/cs.htm

森　茂郎 人癌病因遺伝子分野

森本幾夫 免疫病態分野 教授 医学系研究科　内科学専攻

保田尚孝 細胞機能研究分野 講師
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cem_dcb/index.html

新領域創成科学研究科　情報生命
科学専攻

http://www.k.u-tokyo.ac.jp/bi/

矢田哲士
シークエンスデータ情報
処理分野

助教授

山下孝之 ゲノム情報応用診断 客員助教授 http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/genetic-diag/ 医学系研究科　病因・病理学専攻

山下直秀 内科（先端診療部） 医学系研究科　内科学専攻

山本　雅 癌細胞シグナル分野 教授 http://oncology.ims.u-tokyo.ac.jp 医学系研究科　病因・病理学専攻 http://www.m.u-tokyo.ac.jp

山本　雅 〃 〃 〃 理学系研究科　生物化学専攻 http://www.biochem.s.u-tokyo.ac.jp

吉田進昭 遺伝子機能研究分野 教授
http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cem_ger/front.html 医学系研究科　病因・病理学専攻

渡辺すみ子 染色体制御分野 助教授
医学系研究科　分子細胞生物学専
攻

渡邉俊樹 人癌病因遺伝子分野 助教授 医学系研究科　病因・病理学専攻


