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感染・免疫部門

ウイルス感染分野 河岡　義裕
Yoshihiro
Kawaoka

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

ウイルス感染分野 今井　正樹
Masaki Imai

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

ウイルス感染分野 山下　誠
Makoto
Yamashita

特任教授

ウイルス感染分野 福山　聡
Satoshi
Fukuyama

特任
准教授

ウイルス感染分野 渡邉　登喜子
Tokiko
Watanabe

特任
准教授

感染遺伝学分野 三宅　健介
Kensuke Miyake

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
理学系研究科（生物科学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/kanseniden/index.htm
l

感染遺伝学分野 齋藤　伸一郎
Shin-ichiro Saito

准教授

炎症免疫学分野 清野　宏
Hiroshi Kiyono

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/EnMen/index_j.html

炎症免疫学分野 倉島　洋介
Yosuke kurashima

特任准教
授
(兼務)

ウイルス病態制御分野 川口　寧
Yasushi
Kawaguchi

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Kawaguchi-
lab/KawaguchiLabTop.html

癌・細胞増殖部門

人癌病因遺伝子分野 村上　善則
Yoshinori
Murakami

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

人癌病因遺伝子分野 越川　直彦
Naohiko
Koshikawa

客員
教授

分子発癌分野 井上　純一郎
Jun-ichiro Inoue

教授 医学系研究科（分子細胞生物学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
薬学系研究科（薬科学専攻）

http://www.traf6.com/

分子発癌分野 秋山　泰身
Taishin Akiyama

准教授 医学系研究科（分子細胞生物学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.traf6.com/

腫瘍抑制分野 山梨　裕司
Yuji Yamanashi

教授 理学系研究科（生物科学専攻）
医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/genetics/html/home.h
tml

癌防御シグナル分野 中西　真
Nakanishi Makoto

教授 理学系研究科（生物科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer-cell-
biology/type1/index.html

癌防御シグナル分野 西山　敦哉
Atsuya Nishiyama

講師

基礎医科学部門

神経ネットワーク分野 真鍋　俊也
Toshiya Manabe

教授 医学系研究科（脳神経医学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/NeuronalNetwork/Ne
uronal_Network/Index_japanese.
htm

分子シグナル制御分野 武川　睦寛
Mutsuhiro
Takekawa

教授 理学系研究科（生物科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
医学系研究科（病因・病理学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/dcsmm/DCSMM/Top.
html
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寄付研究部門等

再生基礎医科学国際研究拠
点寄付研究部門

渡辺　すみ子
Sumiko Watanabe

特任
教授

医学系研究科（分子細胞生物学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/moldev/

再生基礎医科学国際研究拠
点寄付研究部門

高祖　秀登
Hideto Koso

特任講師

RNA医科学社会連携研究
部門

高橋　理貴
Masaki Takahashi

特任
准教授

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/rnaikagaku/top.html

RNA医科学社会連携研究
部門

今清水　正彦
Masahiko
Imashimizu

特任講師

システム免疫学社会連携研
究部門

佐藤　毅史
Takeshi Satoh

特任
准教授

医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/sysimm/index.html

先端的再生医療社会連携研
究部門

山﨑　聡
Satoshi Yamazaki

特任
准教授

国際先端医療社会連携研究
部門

湯地　晃一郎
Koichiro Yuji

特任
准教授

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/imsut/jp/lab/donation
lab/#section16

ALA先端医療学社会連携
研究部門

谷　憲三朗
Kenzaburo Tani

特任
教授

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/ala_adv_med_res

ALA先端医療学社会連携
研究部門

小原　洋志
Hiroshi Kohara

特任
講師

先端ｹﾞﾉﾑ医療の基盤研究寄
付研究部門

安井　寛
Hiroshi
Yasui

特任
准教授

アジア感染症研究拠点 林　光江
Mitsue Hayashi

特任
教授

http://www.rcaid.jp/

アジア感染症研究拠点 松田　善衛
Zene Matsuda

特任
教授

http://www.rcaid.jp/

アジア感染症研究拠点 吉池　邦人
Kunito Yoshiike

客員
教授

http://www.rcaid.jp/

アジア感染症研究拠点 石田　尚臣
Takaomi Ishida

特任
准教授

http://www.rcaid.jp/

アジア感染症研究拠点 山吉　誠也
Seiya Yamayoshi

特任
准教授

http://www.rcaid.jp/

アジア感染症研究拠点 合田  仁
Jin
Gohda

特任講師 http://www.rcaid.jp/

附属病院

病院長 小澤　敬也
Keiya
Ozawa

教授 医学系研究科（内科学専攻）

先端診療部 四柳　宏
Hiroshi
Yotsuyanagi

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

先端診療部 松原　康朗
Yasuo
Matsubara

講師

感染免疫内科 四柳　宏
Hiroshi
Yotsuyanagi

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

感染免疫内科 鯉渕　智彦
Tomohiko
Koibuchi

講師 http://www.idimsut.jp/

アレルギー免疫科 田中　廣壽
Hirotoshi Tanaka

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Rheumatol/allergy/

アレルギー免疫科 吉川　賢忠
Noritada
Yoshikawa

講師
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血液腫瘍内科 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/index.htm
l

血液腫瘍内科 今井　陽一
Yoichi Imai

准教授 医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/index.htm
l

血液腫瘍内科 高橋　聡
Satoshi Takahashi

准教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/index.htm
l

緩和医療科 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.h.ims.u-
tokyo.ac.jp/gairai/depts-29.html

緩和医療科 鎭西　美栄子
Mieko Chinzei

客員
教授

緩和医療科 岩瀬　哲
Satoru Iwase

特任
講師

医学系研究科（外科学専攻　緩和医療学） http://www.h.ims.u-
tokyo.ac.jp/gairai/depts-29.html

外科 篠崎　大
Masaru Shinozaki

准教授 医学系研究科（外科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/geka/Surg-
Home.html

外科 釣田　義一郎
Giichiro Tsurita

講師 http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/geka/Surg-
Home.html

関節外科 竹谷  英之
Hideyuki Takedani

講師

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Rheumatol/allergy/

http://www.nctimsut.org/

抗体・ワクチンセンター
免疫病治療学分野

清水　宣明
Noriaki Shimizu

特任
講師

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Rheumatol/allergy/

http://www.nctimsut.org/

抗体・ワクチンセンター
ワクチン・分子標的分野

醍醐　弥太郎
Yataro Daigo

特任
教授

http://www.nctimsut.org/

抗体・ワクチンセンター
ワクチン・分子標的分野

高野　淳
Atsushi Takano

特任
講師

抗体・ワクチンセンター
橋渡し研究分野

谷口　博昭
Hiroaki　Taniguchi

特任
准教授

http://www.nctimsut.org/

抗体・ワクチンセンター
橋渡し研究分野

湯地　晃一郎
Koichiro Yuji

特任
准教授
(兼務)

放射線科 國松　聡
Akira Kunimatsu

准教授 医学系研究科（生体物理医学専攻）

放射線科 赤井　宏行
Hiroyuki
Akai

講師 医学系研究科（生体物理医学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/radiology/index.html

脳腫瘍外科 稲生　靖
Yasushi Ino

准教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

脳腫瘍外科 藤堂　具紀
Tomoki Todo

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）

脳腫瘍外科 百田　洋之
Hiroyuki Momota

講師
(兼務)

脳腫瘍外科 田中　実
Minoru Tanaka

特任
准教授
(兼務)

抗体・ワクチンセンター
免疫病治療学分野

田中　廣壽
Hirotoshi Tanaka

教授 医学系研究科（内科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
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麻酔科 折井　亮
Orii Ryo

准教授 医学系研究科（外科学専攻）

セルプロセッシング・輸血
部

長村　登紀子
Tokiko Nagamura-
Inoue

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/dcpt/

検査部 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

医療安全・感染制御セン
ター

東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

TR・治験センター 長村　文孝
Fumitaka
Nagamura

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/tr/

TR・治験センター 永井　純正
Sumimasa Nagai

講師
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/tr/

TR・治験センター 安井　寛
Hiroshi
Yasui

特任
准教授
(兼務)

  http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/tr/

ゲノム診療部 古川　洋一
Yoichi Furukawa

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.h.ims.u-
tokyo.ac.jp/gairai/depts-12.html

エイズワクチン開発担当 俣野　哲朗
Tetsuro Matano

委嘱
教授

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://square.umin.ac.jp/arc/

エイズワクチン開発担当 立川　愛
Ai Tachikawa

客員
准教授

実験動物研究施設

実験動物研究施設 甲斐　知惠子
Chieko Kai

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
農学生命科学研究科（獣医学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/jikkendoubutsu/top2.
html

実験動物研究施設 米田　美佐子
Misako Yoneda

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
農学生命科学研究科（獣医学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/jikkendoubutsu/top2.
html

奄美病害動物研究施設

奄美病害動物研究施設 甲斐　知惠子
Chieko Kai

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
農学生命科学研究科（獣医学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/amami/amami-
top.html

遺伝子解析施設

フロンティア研究領域 舘林　和夫
Kazuo
Tatebayashi

准教授 理学系研究科（生物科学専攻）

ヒトゲノム解析センター

ゲノムデータベース分野 宮野　悟
Satoru Miyano

教授
(兼務)

情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://dnagarden.hgc.jp/ja/doku.
php

DNA情報解析分野 宮野　悟
Satoru Miyano

教授 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://dnagarden.hgc.jp/ja/doku.
php

DNA情報解析分野 山口　類
Rui Yamaguchi

准教授 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://dnagarden.hgc.jp/ja/doku.
php

DNA情報解析分野 玉田　嘉紀
Yoshinori Tamada

特任
講師

ゲノム医科学分野 柴田　龍弘
Tatsuhiro
Shibata

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）

治療ベクター開発センター 藤堂　具紀
Tomoki Todo

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）

治療ベクター開発センター 稲生　靖
Yasushi Ino

准教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
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シークエンスデータ情報処
理分野

宮野　悟
Satoru Miyano

教授
(兼務)

情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://dnagarden.hgc.jp/ja/doku.
php

シークエンスデータ情報処
理分野

渋谷　哲朗
Tetsuo Shibuya

准教授 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://shibuyalab.hgc.jp/

機能解析イン・シリコ分野 中井　謙太
Kenta Nakai

教授 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
学際情報学府（学際情報学専攻；授業担当）

http://fais.hgc.jp/

機能解析イン・シリコ分野 パティル　アシュウィ
ニ
Ashwini Patil

講師 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

http://fais.hgc.jp/

機能解析イン・シリコ分野 朴　聖俊
Sung-Joon Park

特任
講師

http://fais.hgc.jp/

公共政策研究分野 武藤　香織
Kaori Muto

教授 新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
学際情報学府（学際情報学専攻/文化・人間
情報学コース）
医学系研究科（国際保健学専攻）

http://www.pubpoli-imsut.jp/

公共政策研究分野 井上　悠輔
Yusuke Inoue

准教授 新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.pubpoli-imsut.jp/

システム疾患モデル研究センター

発生工学研究分野 吉田　進昭
Nobuaki Yoshida

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cem_ger/HPidenshiki
nou/main.html

発生工学研究分野 市瀬　広武
Hirotake  Ichise

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）

自然免疫研究 三宅　健介
Kensuke Miyake

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
理学系研究科（生物科学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/kanseniden/index.htm
l

遺伝子操作動物研究分野 荒木　喜美
Kimi Araki

委嘱
教授

生殖システム研究分野 伊川　正人
Masahito Ikawa

特任教授

生殖システム研究分野 小沢　学
Manabu Ozawa

准教授

システムズバイオロジー研
究分野

中江　進
Susumu Nakae

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

先端分子遺伝学分野 遊佐　宏介
Kosuke Yusa

客員
教授

先端医療研究センター

分子療法分野 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授 医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/index.htm
l

分子療法分野 高橋　聡
Satoshi Takahashi

准教授 医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/hematology/index.htm
l

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/clinical_oncol/

http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
si/

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/clinical_oncol/

http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
si/

感染症分野 四柳　宏
Hiroshi
Yotsuyanagi

教授 医学系研究科（内科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.idimsut.jp/

感染症分野 堤　武也
Takeya Tsutsumi

准教授

細胞療法分野 北村　俊雄
Toshio Kitamura

教授 医学系研究科（内科学専攻、生殖・発達・加
齢医学専攻）

細胞療法分野 合山　進
Susumu Goyama

准教授 新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
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臓器細胞工学分野 田原　秀晃
Hideaki Tahara

教授 医学系研究科（外科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/sur+trans/sur+be/

臓器細胞工学分野 内田　宏昭
Hiroaki Uchida

講師 医学系研究科（外科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/sur+trans/sur+be/

臨床ゲノム腫瘍学分野 古川　洋一
Yoichi Furukawa

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

臨床ゲノム腫瘍学分野 池上　恒雄
Tsuneo Ikenoue

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/furukawa/index.html

臨床ゲノム腫瘍学分野 山口　貴世志
Kiyoshi Yamaguchi

特任
講師

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/cancer/

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

先端医療開発推進分野 長村　文孝
Fumitaka
Nagamura

教授 医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/damp/index.html

先端医療開発推進分野 野島　正寛
Masanori Nojima

准教授

遺伝子治療開発分野 小澤　敬也
Keiya
Ozawa

教授 医学系研究科（内科学専攻）

遺伝子治療開発分野 村松　慎一
Shinichi
Muramatsu

特任
教授
(兼務)

遺伝子治療開発分野 永井　純正
Sumimasa Nagai

講師 医学系研究科（内科学専攻）

生命倫理研究分野 神里　彩子
Ayako Kamisato

准教授

幹細胞治療研究センター

幹細胞治療分野 中内　啓光
Hiromitsu
Nakauchi

特任教授 http://stemcell-u-tokyo.org/sct/

幹細胞治療分野 山口　智之
Tomoyuki
Yamaguchi

特任
准教授

http://stemcell-u-tokyo.org/sct/

幹細胞プロセシング分野 大津　真
Makoto Otsu

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻） http://stemcell-u-tokyo.org/scp/

幹細胞移植分野 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
tr/

幹細胞移植分野 高橋　聡
Satoshi Takahashi

准教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
tr/

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/clinical_oncol/

http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
si/

先端がん治療分野 稲生　靖
Yasushi Ino

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

先端がん治療分野 藤堂　具紀
Tomoki Todo

教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）

先端がん治療分野 百田　洋之
Hiroyuki Momota

講師

先端がん治療分野 田中　実
Minoru Tanaka

特任
准教授

幹細胞シグナル制御分野 北村　俊雄
Toshio Kitamura

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻、生殖・発達・医
科学専攻）
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http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/clinical_oncol/

http://stemcell-u-tokyo.org/sc-
si/

幹細胞ダイナミクス解析分
野

ハイジッヒ　ベアーテ
Beate Heissig

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://stemcell-u-tokyo.org/scd/

幹細胞セロミクス分野 渡会　浩志
Hiroshi
Watarai

特任
准教授

http://stemcell-u-tokyo.org/scc/

感染症国際研究センター

高病原性感染症系 河岡　義裕
Yoshihiro
Kawaoka

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

高病原性感染症系 甲斐　知惠子
Chieko Kai

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
農学生命科学研究科（獣医学専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/jikkendoubutsu/top2.
html

感染制御系 川口　寧
Yasushi
Kawaguchi

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Kawaguchi-
lab/KawaguchiLabTop.html

感染制御系
ウイルス学分野

一戸　猛志
Takeshi Ichinohe

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/ichinohe-
lab/index.html

感染制御系
細菌学分野

三室　仁美
Hitomi Mimuro

准教授 医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Mimuro_Lab

病原微生物資源室 三室　仁美
Hitomi Mimuro

准教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/Mimuro_Lab

疾患プロテオミクスラボラトリー

疾患プロテオミクスラボラ
トリー

井上　純一郎
Jun-ichiro Inoue

教授
(兼務)

医学系研究科（分子細胞生物学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
薬学系研究科（薬科学専攻）

http://www.traf6.com/

疾患プロテオミクスラボラ
トリー

津本　浩平
Kouhei Tsumoto

教授
(兼務)

工学系研究科（バイオエンジニアリング専
攻・化学生命工学専攻）

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/phys-
biochem/

疾患プロテオミクスラボラ
トリー

田中　耕一
Kouichi Tanaka

特任
教授

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/mpl/top.html

疾患プロテオミクスラボラ
トリー

尾山　大明
Masaaki Oyama

准教授 新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/mpl/top.html

国際粘膜ワクチン開発研究センター

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
臨床ワクチン学分野

清野　宏
Hiroshi Kiyono

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

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

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
自然免疫制御分野

植松　智
Satoshi Uematsu

特任
教授

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/shizenmenekiseigyo/i
ndex.html

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜バリア学分野

長谷　耕二
Koji Hase

客員
教授

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

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜ワクチン学分野

國澤　純
Jun Kunisawa

客員
教授

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜共生学分野

俣野　哲朗
Tetsuro Matano

委嘱教授

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜共生学分野

後藤　義幸
Yoshiyuki Goto

特任
准教授

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜バリア学分野

佐藤　慎太郎
Shintaro Sato

客員
准教授

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
粘膜ワクチン学分野

野地　智法
Tomonori Nochi

客員
准教授

国際粘膜ワクチン開発研究
センター
臨床ワクチン学分野

倉島　洋介
Yosuke kurashima

特任准教
授

幹細胞シグナル制御分野 合山　進
Susumu Goyama

准教授
(兼務)

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）
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遺伝子・細胞治療センター

遺伝子・細胞治療センター 小澤　敬也
Keiya
Ozawa

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 藤堂　具紀
Tomoki Todo

教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 東條　有伸
Arinobu Tojo

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 北村　俊雄
Toshio Kitamura

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻、生殖・発達・医
科学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 田原　秀晃
Hideaki Tahara

教授
(兼務)

医学系研究科（外科学専攻）
新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

遺伝子・細胞治療センター 長村　文孝
Fumitaka
Nagamura

教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 村松　慎一
Shinichi
Muramatsu

特任
教授

遺伝子・細胞治療センター 谷　憲三朗
Kenzaburo Tani

特任
教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻） http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/ala_adv_med_res

遺伝子・細胞治療センター 玉田　耕治
Koji Tamada

委嘱
教授

遺伝子・細胞治療センター 高橋　聡
Satoshi Takahashi

准教授
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 大津　真
Makoto Otsu

准教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）

http://stemcell-u-tokyo.org/scp/

遺伝子・細胞治療センター 長村　登紀子
Tokiko Nagamura-
Inoue

准教授
(兼務)

医学系研究科（病因・病理学専攻）

遺伝子・細胞治療センター 永井　純正
Sumimasa Nagai

講師
(兼務)

医学系研究科（内科学専攻）

ヘルスインテリジェンスセンター

健康医療データサイエンス
分野

井元　清哉
Seiya Imoto

教授 情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

健康医療計算科学分野 宮野　悟
Satoru Miyano

教授
(兼務)

情報理工学系研究科（コンピュータ科学専
攻）

（連携）新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻

病態医療科学分野 内丸　薫
Kaoru Uchimaru

連携
教授

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

病態医療科学分野 佐藤　均
Hitoshi Satoh

連携
准教授

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

ゲノムシステム医療科学分
野

菅野　純夫
Sumio Sugano

連携
教授

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://ssmgs.net/lab/

ゲノムシステム医療科学分
野

渡邊　学
Manabu Watanabe

連携
准教授

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://ssmgs.net/lab/

クリニカルシークエンス分
野

松田　浩一
Koichi Matsuda

連携
教授

新領域創成科学研究科（メディカル情報生命
専攻）

http://www.ims.u-
tokyo.ac.jp/nakamura/matsuda/i
ndex.html

≪大学院研究科ホームページ≫

医学系研究科（Graduate School of Medicine ）・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・http://www.m.u-tokyo.ac.jp/

新領域創成科学研究科（Graduate School of Frontier Sciences）  ・　・　・　・　・　・　・　・　・ http://www.k.u-tokyo.ac.jp/

理学系研究科（Graduate School of Science ） ・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・http://www.s.u-tokyo.ac.jp/

薬学系研究科（Graduate School of Pharmaceutical Sciences） ・　・　・　・　・　・　・　・　・ http://www.f.u-tokyo.ac.jp/



農学生命科学研究科（Graduate School of Agricultural and Life Sciences） ・　・　・　・　・　・　・http://www.a.u-tokyo.ac.jp/

情報理工学系研究科（Graduate School of Information Science and Technology）・　・　・　・　・http://www.i.u-tokyo.ac.jp/

工学系研究科（Graduate School of Engineering ）・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・http://www.t.u-tokyo.ac.jp/soe/

情報学環・学際情報学府（Graduate School of Interdisciplinary Information Studies）・　・　・　・ http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/


