
系
領域
分野

URL

氏名 Researchmap
メンバー 教授 西　研

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
メンバー 准教授 倉田　誠 https://researchmap.jp/makoto_kurata

一般教育系
一般教育　人文科学領域
哲学教室

研究テーマ

①哲学を「思考と対話の方法」として練り上げること、とくに現象学の方法の実践的応用と質的研究の方法論
②人間の生に共通なものを見出していく「哲学的な人間学」の形成、とくに支援のための人間論の構築
③「人が元気に生きられるための社会的条件」の考察、とくに地方自治と風景に着目して
④詳しく読んできた哲学者としては、プラトン、カント、ヘーゲル、ニーチェ、フッサール、ハイデガーなど。

分野紹介

本教室では、病いや障害といった人間経験を主な研究対象として生命倫理学、医療人類学、障害学等の諸分野で研究を展開しています。特に注目しているのは、日本も含めた様々な社会において「人間の能力」がどのように評価されるのかという点です。認知症患者の認知能力・
判断能力に関する評価のあり方(認知症の人の意思)、テクノロジー等を用いた人間能力の強化(エンハンスメント)、人間の身体と道具と関係性(補装具・自助具)などが現在の主な研究のテーマとなります。また、臨床や医学研究における倫理的問題に関する検討も行っており、定期
的にワークショップ等を開催しています。

研究キーワード・技術など
障害、能力観、自助具、認知症、ハンセン病、オセアニア、サモア

研究テーマ

１　生命倫理学：認知症の人の意思、エンハンスメント
２　医療人類学：サモア社会における病い経験の操作と解釈、イギリス領南太平洋のハンセン病史、医学教育における文化人類学教育
３　障害学：障害概念と能力観、補装具・自助具

http://www007.upp.so-net.ne.jp/inuhashi/

分野紹介

一人だけの教室です。大学だけでなく、さまざまな研修などでも、哲学対話の実践を長く行ってきました。各自の具体的な体験を出し合い煮詰めることで、正義の本質、自由の本質などを考えていくというものです。また、支援という観点から見た人間学の構築も目指すものの一
つです。人が元気に生きられる社会的条件を考察するために、地方自治や風景論の専門家たちと日独仏の小規模自治体の調査も行ってきました。

研究キーワード・技術など
現象学、質的研究、支援論、正義論、地方自治

生命倫理学(医学倫理学)

https://researchmap.jp/makoto_kurata
http://www007.upp.so-net.ne.jp/inuhashi/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
准教授 R.ﾌﾞﾙｰﾍﾙﾏﾝｽ https://researchmap.jp/read0115457
講師 林　美穂子

英語教室

https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/03.html

分野紹介

当教室では医学科1・2年、看護学科1・2年、修士課程1年の英語・医学英語教育を担当しています。
効果的な医学英語教育とそれにおける学習管理システム、eポートフォリオ、コンテンツオーサリングシステム等のICT活用の役割を研究の対象にしています。

研究キーワード・技術など

メンバー
医学英語教育学、メディカル コミュニケーション、ICT活用教育、医学教育学
初期近代英文学と物質文化、医療コミュニケーション

研究テーマ

1 医学英語教育学
2 医療コミュニケーション
3 英語教育におけるICT活用教育



領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
教授 普神　敬悟
講師 西村　之宏
講師 増井　大
助教 石川　慎吾

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
准教授 太田　一正
准教授 篠田　章
助教 河西　亜希子
助教 田中　千香也

一般教育　自然科学領域
化学教室

研究テーマ

HPLCカラムに応用可能な表面修飾され粒径の揃った球状親水性ポリマーゲルの簡便合成法の開発
金属イオンを選択的に認識し、その濃度を蛍光強度の変化から測定できる新規なフルオロイオノホアの開発
新規ポルフィリン化合物の合成、有機ホウ素化合物の合成と反応性、HPLCやUV-Vis分光器を用いた反応速度論解析
遷移金属触媒を利用した新規合成法の開発（酸化的炭素結合開裂反応による炭素骨格変換法の開発）
中赤外パルスレーザーによって誘起される有機化合物の新規物質変換反応の開発

分野紹介

私たちの教室ではそれぞれが、その専門分野に応じて個別のテーマをもって研究を行っています。ひとつは、終末糖化産物の歯周組織に対する影響で、歯周疾患の臨床研究へと繋げるための基礎研究を行っています。もうひとつは、ウナギやイカナゴの耳石研究で、耳石を観察す
ることで生活史を研究しています。その他，色素細胞の研究や、神奈川県相模川におけるウナギを生態系保全のシンボル種とした｢Eel River Project｣を展開するなど生物多様性の保全に関する啓蒙活動も行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

細胞死、アポトーシス、ストレス、終末糖化産物
ウナギ、初期生活史、硬組織を用いた履歴解析
色素細胞、FACS、細胞培養
イカナゴ属魚類、分子生物学的解析

生物学教室

研究テーマ

1　代謝ストレスや終末糖化産物による細胞死応答機構
2　魚類の初期生活史に関する研究
3　硬骨魚類色素細胞による体色調節の生理機構
4　イカナゴ属魚類の生態研究

https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/07.html

分野紹介

私たちの分野では、有機反応化学および有機合成化学の知見と技術を医学に関連する幅広い分野に役立てるべく、研究に取り組んで居ります。

研究キーワード・技術など

メンバー

中赤外パルスレーザー、有機反応化学、有機金属化学、遷移金属触媒、親水性単分散ポリマーゲル
金属イオン、蛍光、超分子
ポルフィリン合成、有機ホウ素化合物、HPLC、NMR
有機合成、遷移金属、触媒、HPLC、NMR、IR



系
領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 伊藤　正裕 https://researchmap.jp/read0019478
講師 宮宗　秀伸 https://researchmap.jp/18202532-zg
講師 表原　拓也 https://researchmap.jp/Morphomote
助教 河田　晋一 https://researchmap.jp/shin.kwt
助教 永堀　健太 https://researchmap.jp/kenta-n
助手 倉升　三幸
助手 宮脇　誠
助手 呉　曦

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 石　龍徳 https://researchmap.jp/read0025278/
准教授 大山　恭司 https://researchmap.jp/ohyama/
講師 北澤　宏理
講師 篠原　広志 https://researchmap.jp/shinohoo
助教 柏木　太一 https://researchmap.jp/read0106293
助教 権田　裕子 https://researchmap.jp/ygon901
助手 戸田　景子
助手 林田　美緒

研究キーワード・技術など
形態学全般、リハビリテーション解剖学、漢方医学
発達早期の環境が雄性生殖器系におよぼす影響の評価解析

肉眼・臨床解剖学、キャダバーサージカルトレーニング（CST）、ホルムアルデヒド低減
実験的自己免疫精巣炎の解析、生殖毒性物質による精巣内環境への影響および治療、移植（骨髄移植、リンパ球移入）による生殖器官への影響

泌尿生殖器系の発生・進化，リンパ流に関する形態機能，sequential-IHC，3D解析

生殖毒性物質による精巣内環境への影響および治療、組織学的技術、その他
鳥類上肢の肉眼解剖、ヒト足立C型腋窩動脈の形成機序の解明、ヒト頸胸部境界領域のデルマトーム、人体解剖標本作製技術、遺体保存処置技術
組織学的技術、その他

７　血管系・リンパ系・末梢神経系の臨床解剖学
８　東洋医学から観た内臓系解剖学
９　リハビリテーション医学から観た体壁系解剖学
http://www.tokyo-med.ac.jp/anatomy/

分野紹介

現在私たちの分野で特に注力している研究領域は、a) 生殖器のミクロ解剖学、b) リンパ学、c) 東洋医学およびリハビリテーション医学になります。a) 生殖器のミクロ解剖学では、三次元再構築の技術を用いた生殖器の初期発生のモデル構築、発生初期のストレスによる生殖器系
の発達異常の解析、遺伝子発現異常や免疫異常による生殖器系の障害モデルの解析などを中心に研究を展開しています。b) リンパ学の研究ではヒト標本などを用いて、これまでに明らかになっていなかったリンパ管やリンパ節の構造を明らかにしつつあります。さらに臨床分野に
近い領域で、c) 漢方などを用いた東洋医学やリハビリテーション医学を軸とした研究を進めております。

基礎社会医学系
基礎医学（形態）
人体構造学分野

研究テーマ

１　精子形成障害モデルの解析
２　環境因子の精巣への影響の研究
３　生殖器官の上皮細胞と支持細胞の発生，生理，病理
４　血液－精巣関門の機能形態学的研究
５　性差（gender difference）の研究
６　生殖系－免疫系連関の進化研究

メンバー

https://tokyomed-histology-neuroanatomy.jimdo.com

分野紹介

私たちの分野では、主に脳の発生・発達機構について調べています。脳の中でもとくに海馬という部分に注目しています。海馬は記憶・学習の成立に重要な役割を果たしている部位であると同時に、てんかん、脳虚血などで障害を受けやすい部位でもあります。一般に成体脳の大
部分ではニューロンは生まれていませんが、海馬と呼ばれる脳の部位では、例外的にニューロンが新しく生まれています。私たちは、この海馬のニーロン新生機構を、胎生期から成体期までを視野に入れて、広範囲に研究しています。この他、大脳皮質、視床下部の発生、痛覚の
研究も行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

成体脳ニューロン新生、てんかん、海馬ニューロンの発生、成体型神経幹細胞形成、免疫電顕
マウス海馬発生、ニワトリ視床下部発生、シグナル、転写因子、神経板培養、電気穿孔法
痛覚、電気生理学的解析
海馬の形態発生、神経の増殖･分化、子宮内電気穿孔法、タイムラプスイメージング
海馬ニューロン発生、神経幹細胞形成、ニューロスフェアー培養法、子宮内電気穿孔法

組織・神経解剖学分野

研究テーマ

1　神経発生学：脳の神経幹細胞、ニューロンの発生機構の解析
2　成体脳（海馬）のニューロン新生機構の解析
3　成体脳（海馬）のニューロン新生と神経疾患：てんかん発作の影響
4　視床下部の発生
5　痛覚の電気生理学的研究

海馬ニューロン発生、大脳皮質発生、軸索ガイダンス分子、カハール-レチウス細胞、子宮内電気穿孔法、タイムラプスイメージング
組織学的技術、その他
遺伝子改変動物の維持、その他

https://researchmap.jp/read0019478
https://researchmap.jp/18202532-zg
https://researchmap.jp/Morphomote
https://researchmap.jp/shin.kwt
https://researchmap.jp/kenta-n
https://researchmap.jp/read0025278/
https://researchmap.jp/ohyama/
http://www.tokyo-med.ac.jp/anatomy/
https://tokyomed-histology-neuroanatomy.jimdo.com/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 長尾　俊孝
教授 松林　純
准教授 井上　理恵
准教授 高橋　礼典
助教 谷川　真希
助教 助田　葵
助教 平井　秀明
助教 榎本　愛
助教 松波　幸寿
助教 梶原　真奈美
助手 橋本　賢二
助手 横塚　真由美
助手 沖山　恵美
助手 山本　善也
助手 横田　ひとみ

人体病理学、病理診断学、臨床病理学的研究、腫瘍病理学、膵がん、胆道がん、眼腫瘍
唾液腺、消化器、唾液腺導管癌、人体病理学、個別化治療
口腔腫瘍，口腔粘膜疾患
消化器疾患全般（特に胆膵疾患）
唾液腺腫瘍、人体病理学
病理標本作製、特殊染色

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/byouri/index.html

分野紹介

人体病理学分野は、大学病院の病理診断業務を行うと共に研究の拠点を西新宿キャンパス内に置いています。研究面では、頭頸部、呼吸器、膵臓、中枢神経、女性生殖器等、種々の臓器に発生する疾患（主に腫瘍）の人体材料を用いて、病理形態学的な側面に加えて免疫組織化学
的検討や遺伝子解析といった幅広い手法を駆使しながら、当大学内外数多くの分野・施設と共同で行っています。特に新しい腫瘍型の提唱や臨床病理学的予後因子の同定、病理組織像と遺伝子や蛋白発現の異常との関連性を解析することにより、悪性腫瘍の新しい診断・治療法の
確立を目指しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

頭頸部癌、唾液腺癌、病理診断、予後解析、免疫組織化学染色、遺伝子解析
肺癌、縦隔腫瘍、中皮腫、消化管疾患
腫瘍学、泌尿器病理、p14arf蛋白、分子生物学的手技一般
人体病理学、神経変性疾患、分子生物学的および組織病理学的研究
唾液腺腫瘍と他臓器での唾液腺型腫瘍、口腔腫瘍

人体病理学分野

研究テーマ

1. 唾液腺腫瘍の病理形態学的アプローチを基盤にした臨床病理学的・分子病理学的解析
2. 肺癌の臨床病理学的解析
3. 前立腺癌の増殖機構の解析と癌抑制遺伝子の分子生物学
4. アルツハイマー病の発生機序に関する分子病理学的解析
5. 膵腫瘍の臨床病理学的・分子病理学的解析

病理標本作製、免疫染色、遺伝子解析、細胞培養
電子顕微鏡試料作製、免疫染色
病理標本作製、免疫染色、特殊染色、遺伝子解析、FISH法
病理標本作製、免疫染色、特殊染色



分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 黒田　雅彦 https://researchmap.jp/read0180560
准教授 倉田　厚 https://researchmap.jp/read0100398
准教授 梅津　知宏 https://researchmap.jp/read0084435
講師 髙梨　正勝
講師 金蔵　孝介 https://researchmap.jp/10508568
講師 大野　慎一郎 https://researchmap.jp/s-ohno/
講師 渡辺　紀子 https://researchmap.jp/read0140503
研究助教 山田　侑子
助手 原田　裕一郎
助手 上田　しのぶ
助手 藤田　浩司
助手 石川　章夫
助手 峯尾　松一郎
特任教授 齋藤　彰
特任教授 村上　善基 https://researchmap.jp/read0201519/

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 中村　茂樹 https://researchmap.jp/shige-naka/
教授 大楠　清文
准教授 宮﨑　治子 https://researchmap.jp/hmiya
准教授 柴田　岳彦 https://researchmap.jp/takeshibata
助教 犬飼　達也 https://researchmap.jp/inukai
助手 高田　美佐子

神経変性疾患の分子メカニズム解明と治療法の開発
https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/12.html

分野紹介

研究に関しての分子病理学分野 (人工知能応用医療講座　先端核酸医療講座含）は、疾患のメカニズムの解明と診断技術の開発を行い、さらに治療薬の研究開発を目指しています。本分野が有している基盤技術は、病理診断学、分子生物学、細胞生物学、人工知能、再生医療、ゲノ
ムサイエンスになります。また、科学の進步とともに技術も発展しますが、常に新しい技術分野を修得する事が大切と考えています。

研究キーワード・技術など
核酸医薬品、NGSを用いたゲノム診断、miRNA、エクソソーム、病理診断（骨軟部腫瘍）
血管炎、不安定プラーク、テラトーマ、サルコイドーシス、免疫組織化学
miRNA、エクソソーム、がん微小環境、がん遺伝子変異、NGS
間葉系幹細胞（MSC)、エクソソーム、実験動物

分子病理学分野 (人工知能応用医療講座　先端核酸医療講座含）

研究テーマ

核酸医薬品開発、miRNAおよび lncRNAによる遺伝子発現制御機構、エクソソームの臨床応用（診断、治療）
NGSを用いたゲノム診断（TMU Dicisionの開発)、DICER1症候群の分子メカニズム解明
人工知能を用いた診断
ヒトiPS細胞を用いた医療応用（再生医療、CAR-T）

研究テーマ

1     病原体の粘膜定着・組織侵襲に関連する病原因子および宿主因子の解明と新規治療法の開発
2     微生物共感染（主にウイルスと細菌）による感染症重症化機序の解明
3　感染症による気管支喘息重症化機構の解明
4　深在性真菌感染症の分子生物学的な病態解明と新規治療法の開発
5　微生物検査（主に細菌、真菌）支援、分子疫学（連鎖球菌の血清型解析、薬剤耐性菌の耐性遺伝子検出など）

抗原賦活化のメカニズム．固定原理．乳癌腫瘍間質の形成機序　技術；細胞検査士，一般病理検査，miRNA ISH，免疫組織化学染色
病理標本作製　透過電顕観察
病理標本作製　解剖介助
デジタル病理、人工知能、ＡＩ、病理画像解析、画像定量化      
肝疾患の核酸創薬（B型慢性肝炎、肝線維化）、新興感染症の創薬

微生物学分野

ALS、液液相分離、ライブイメージング、化合物スクリーニング、ウイルスベクター、蛍光センサー
miRNAおよび lncRNAによる遺伝子発現制御機構、核酸医薬、CAR-T、DICER1症候群      
小児疾患の病理診断、ヒトiPS細胞樹立およびリンパ球への分化誘導、病理切片からの核酸抽出
肺癌、肺線維症、癌微小環境、外科病理学、病理診断
分子生物学実験、生化学実験、細胞培養など
miRNA・エクソソームを用いたがん治療法の開発、がん幹細胞の維持機構の解明

連鎖球菌の分子疫学解析、肺炎球菌の莢膜型別同定

講座のホームページは準備中です

分野紹介

私たちの分野では、感染症の発症・重症化に関連する病原因子の解析や宿主の感染防御機構、薬剤耐性菌の耐性機構の解明、新規感染症予防ワクチン・治療薬の開発を目指し研究を行なっています。様々な病原体 (主に肺炎球菌や黄色ブドウ球菌、緑膿菌、RSウイルス、インフル
エンザウイルスなどの呼吸器病原体、真菌などの日和見病原体)の感染動物実験やマクロファージ・好中球・気道上皮細胞などを用いた研究、遺伝子欠損株や遺伝子改変動物など分子生物学的手法を用いた研究によって病原体の免疫回避・組織侵襲機構を探索しています。また新規
病原因子を標的としたワクチンや治療薬の開発も行なっています。一般検査室での同定が困難であった微生物の同定、分子疫学研究 (耐性遺伝子検出、パルスフィールドゲル電気泳動、連鎖球菌の血清型解析など）による臨床支援も積極的に行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

感染免疫、微生物の自然免疫耐性機構、薬剤耐性、感染動物実験 (肺感染、鼻咽頭定着など）、真菌同定
細菌の分類・同定，感染症の遺伝子診断（細菌，真菌，ウイルス，原虫ほか），臨床微生物検査，分子系統解析
細菌感染（肺炎球菌、黄色ブドウ球菌）における病原因子および薬剤耐性の解明と予防、深在性真菌感染症
感染免疫、RSウイルス、肺炎球菌、炎症、アレルギー、ワクチン、動物実験、FACS、RT-PCR、Westrn Blotなど
病原性真菌の環境適応・増殖機構、Aspergillus、真菌の遺伝子組換え(遺伝子破壊株の作製)、感染動物実験

https://researchmap.jp/read0180560
https://researchmap.jp/read0100398
https://researchmap.jp/read0084435
https://researchmap.jp/10508568
https://researchmap.jp/s-ohno/
https://researchmap.jp/read0140503
https://researchmap.jp/read0201519/
https://researchmap.jp/hmiya
https://researchmap.jp/inukai
https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/12.html


領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 横山　詩子 https://researchmap.jp/7000002270
准教授 田代　倫子 https://researchmap.jp/yakuoji/
講師 井上　華 https://researchmap.jp/hanainoue
講師 加藤　優子 https://researchmap.jp/7000025661
助教 谷藤　章太 https://researchmap.jp/atohs_ijufinat
助手 澤田　由佳

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 林　由起子 https://researchmap.jp/mofmof
准教授 川原　玄理 https://researchmap.jp/gggkkk
講師 和田　英治 https://researchmap.jp/ewada
助教 華藤　恵美 https://researchmap.jp/-0102-
助教 川幡　由希香 https://researchmap.jp/yukika_kawabata

基礎医学（機能）
細胞生理学分野

研究テーマ

1　血管の分化・発達の制御機構
2　心血管の病態機序の解明と治療開発
3　メカノセンシング機構を利用した再生医療にむけた研究
4　血管疾患のバイオマーカー探索
5　細胞内イオン濃度や膜電位の変化の機構解明

マウス飼育管理、細胞培養、PCR、ウエスタンブロット、組織染色など
病態生理学分野

研究テーマ

核膜病の病態解明と治療法探索
小型魚類を用いた疾患モデルの作製と解析、治療薬スクリーニング
シャペロン機能異常による神経筋疾患の臨床情報の集積と病態解明

分野紹介

細胞生理学分野では、微小血管や胎児の解析等の実験系を構築して、血管がどのように発達してゆくのかを研究しています。また、遺伝子改変マウスやゼブラフィッシュを用いた心不全や大動脈瘤、動脈硬化のメカニズムの解明や、超高圧培養による人工血管作製・バイオマー
カー探索など医工産学連携による橋渡し研究、細胞膜の輸送体・チャネルによるイオン輸送の研究を行っています。生理学は「生体の機能」を研究する学問です。生物が生命活動を維持している仕組みを理解し、病的な状態ではどのようにその仕組みが妨げられているのかを解明
してゆきます。例えば、胎児の生理機能を理解することによって早産児を救うことが可能になりますし、発達や成長の仕組みを理解することは、加齢とともに起こる様々な病態に対する治療開発につながる可能性があります。

研究キーワード・技術など

メンバー

血管の分化発達、心血管疾患、メカノセンシング、細胞外マトリクス、医工連携
細胞内イオン濃度調節機構、マグネシウム、心筋細胞、蛍光イメージング
イオンチャネル、分子内相互作用、酸化ストレス、電気生理学、パッチクランプ
血管内膜肥厚、細胞遊走、血管傷害モデルマウスの作成、マウス血管平滑筋細胞初代培養　
プロスタグランディンE受容体、腹部大動脈瘤、電気生理学的解析、シングルセルPCR

https://tokyo-med-pathophysiol.jimdofree.com

分野紹介

骨格筋疾患を中心に、様々な全身性の疾患・症状についての病態解明と治療法の探索を進めている。疾患モデルとしてマウス、ラットを用いた実験系の他、研究室内に小型魚類飼育装置を設置し、ゼブラフィッシュとメダカを用いた研究も進めている。また、臨床の先生方からお
預かりした生検骨格筋の病理診断も実施している。現在、学内外の多くの研究室との共同研究を進めており、今後さらに発展させていきたいと考えている。

研究キーワード・技術など

メンバー

筋ジストロフィー、ミオパチー、筋病理診断、遺伝子解析、小型魚類モデル、iPS細胞、核膜、老化
疾患モデルフィッシュ作製、マイクロインジェクション、薬剤スクリーニング、ゲノム編集
骨格筋、運動、筋疾患、筋力トレーニング、筋線維タイプ、筋病理、筋生理、クライオスタット
核膜病、核膜病関連心筋症
筋疾患、凝集体、分子シャペロン、ゼブラフィッシュ

https://researchmap.jp/7000002270
https://researchmap.jp/yakuoji/
https://researchmap.jp/hanainoue
https://researchmap.jp/7000025661
https://researchmap.jp/atohs_ijufinat
https://researchmap.jp/gggkkk
https://researchmap.jp/ewada
https://researchmap.jp/-0102-
https://researchmap.jp/yukika_kawabata
https://tokyo-med-pathophysiol.jimdofree.com/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 宮澤　啓介 https://researchmap.jp/kmiyazawa
准教授 阿部　晃久 https://researchmap.jp/A.ABE
准教授 平本　正樹 https://researchmap.jp/read0189904
講師 高野　直治 https://researchmap.jp/nt_39
助教 森谷　昇太 https://researchmap.jp/shota-biochem
助手 風間　宏美 https://researchmap.jp/read0077416

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 松岡　正明 https://researchmap.jp/read0162115
講師 橋本　祐一 https://researchmap.jp/read0067553
講師 原　   一恵 https://researchmap.jp/read0026594
講師 名和　幹朗 https://researchmap.jp/read0129544
講師 鈴木　宏昌 https://researchmap.jp/read0129551
助教 草苅　伸也
助手 大原　朋子
助手 外山　由夏
助手 平木　崇子

生化学分野

研究テーマ

1.　オートファジーの人為的制御　-「オートファジー誘導療法」に向けての基盤形成
2.　小胞体ストレス誘導による癌の新規治療法の開発
3.　植物由来天然物の抗腫瘍効果に関する研究
4.　代謝疾患・変性疾患に関する分子病態の解析
5.　ナノビーズ技術を用いた新規創薬標的の探索

乳癌細胞、ERストレス、免疫蛍光染色、タイムラプス、3D培養
薬理学分野

研究テーマ

アルツハイマー病の病態メカニズムの解明
神経細胞死や神経機能異常を抑制するアルツハイマー病治療法の開発
筋萎縮性側索硬化症や前頭側頭葉変性症の病態解明と治療法の開発

https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/16.html

分野紹介

生命現象は合成系（同化）と分解系（異化）の"動的平衡"により維持されています。 一方、体内の個々の細胞動態に視点を移せば、① 細胞増殖（DNA複製）② 分化（遺伝子発現）③ 細胞死（アポトーシス）ならびに④ 静止期（G0期）の維持（生存）のいずれかが営まれ、細胞の
集合体である個体の維持もこれら４つの現象の"動的平衡"に依存しているともいえます。今や日本人の二人に一人は「がん」を発症し、三人に一人は「がん」で死亡しています。この"動的平衡"から逸脱した「がん」の分子基盤も、細胞の自立増殖能の獲得、分化能の喪失、アポ
トーシスの回避、細胞周期制御の破綻という各側面から病態解明の研究が進められています。

「生化学」は生命現象を物質論的に探求する学問領域ですが、当分野ではこれら４つの細胞現象を個別に扱うのではなく、相互に密接に連動する事象と捉え、これらを人為的に制御・操作する手法の探索、すなわち細胞の"マニピュレーション（manipulation）"をテーマにこれま
で多角的に研究を進めてきました。
細胞を人為的に制御する手法を手に入れることは、がん治療は勿論のこと再生医療を含めた医療の多方面への応用につながるものと私達は信じています。

研究キーワード・技術など

メンバー

がん、オートファジー、アポトーシス、小胞体ストレス、分子標的薬、細胞内情報伝達
がん、天然物質の抗腫瘍作用、アポトーシス、パラプトーシス、オートファジー、ERストレス
がん、オートファジー・リソソーム系、アクチン細胞骨格、チロシンキナーゼ阻害薬、ナノビーズ
がん、オートファジー、マクロライド系抗生物質、代謝、低酸素、ポリアミン
骨髄腫、がん、オートファジー、小胞体ストレス、プロテアソーム阻害剤

神経変性疾患、神経細胞死・マウス行動解析、マウス神経初代培養、免疫電顕
遺伝子改変動物の系統管理・維持、免疫蛍光染色、ウェスタンブロット
分子生物学実験、医薬品情報
分子・細胞生物学実験の基本操作

http://www.tokyo-med.ac.jp/pharmacol/top.html

分野紹介
アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症・前頭側頭葉変性症の病態は十分解明されておらず、予後を著明に改善する治療法は存在しない。本分野では高齢化社会で問題となるこれら疾患に対して、病態を解明する基礎研究を行うとともに、その結果に基づいた治療法を開発する研
究を行う。

研究キーワード・技術など

メンバー

アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症、前頭側頭葉変性症、ヒューマニン、神経細胞死      
アルツハイマー病　神経細胞死　ヒューマニン　タンパク質精製　ELISA
薬理学教育、ICT活用教育、薬物動態シミュレーション
神経細胞死、筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー病、マウス行動解析
神経変性疾患、筋萎縮性側索硬化症、前頭側頭葉変性症

https://researchmap.jp/kmiyazawa
https://researchmap.jp/A.ABE
https://researchmap.jp/read0189904
https://researchmap.jp/nt_39
https://researchmap.jp/shota-biochem
https://researchmap.jp/read0077416
https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/16.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 横須賀　忠 https://researchmap.jp/tadashiyokosuka
講師 矢那瀬　紀子（令和2年4月まで）
講師 町山　裕亮 https://researchmap.jp/machiyama
講師 若松　英 https://researchmap.jp/ewakama2
講師 西嶋　仁（令和2年5月から） https://researchmap.jp/read0162816
助教 塚本　昌子（令和2年5月から）
助手 豊田　博子
助手 古畑　昌枝

免疫学分野

研究テーマ

1　免疫チェックポイント分子のシグナル伝達研究とがん免疫療法応用への基盤研究
2　キメラ抗原受容体CAR-T細胞の分子イメージング研究と新たなデザインの創出
3　ヒト化マウスの作製と免疫学およびがん免疫療法への応用
4　超解像顕微鏡を用いた細胞骨格（アクチン、中間径フィラメント）の分子動態の計測と機能の解析

遺伝子改変マウス作成、胸腺分化解析、転写活性計測、免疫学的手技全般
リウマチ、膠原病、T細胞生理機能解析
フローサイトメトリー、ELISA、ベクターコンストラクション、生化学的解析、抗体精製など免疫学一般
フローサイトメトリー、ELISA、ベクターコンストラクション、生化学的解析、抗体精製など免疫学一般

5　E3ユビキチンリガーゼおよびユビキチン化による受容体のリサイクルとT細胞活性調節および胸腺分化におけるシグナル強度の解析
https://tokyo-med-imm.jimdofree.com/

分野紹介

私たちの分野では、分子生物学的・生化学的・生理学的な解析と並行して、超解像顕微鏡を行いた1分子イメージング解析を行い、T細胞シグナルおよびT細胞機能の先端的かつ独創的な研究を進めています。研究材料として免疫チェックポイント分子やキメラ抗原受容体CAR-T細
胞に焦点を当て、混沌としているがん免疫応答のメカニズムを分子のレベルで明解な回答を示すのと同時に、1分子イメージングデータはシステムバイオロジーによる数理学的解析へと進め、また一方でヒト化マウスを用いたin vivoの実験によって検証し臨床医学への基盤となるよ
う幅広い研究を展開しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

T細胞シグナル、免疫チェックポイント分子、分子イメージング、免疫学的手技全般
ヒト化マウス、フローサイトメトリー、免疫学的手技全般
生物物理、1分子イメージング、超解像顕微鏡解析、免疫学的手技全般
膠原病、がん免疫、フローサイトメトリー、分子イメージング、免疫学的手技全般

https://researchmap.jp/tadashiyokosuka
https://researchmap.jp/machiyama
https://researchmap.jp/ewakama2
https://researchmap.jp/read0162816
https://tokyo-med-imm.jimdofree.com/


領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 井上　茂
准教授 髙宮　朋子 https://researchmap.jp/ph_
講師 小田切　優子 https://researchmap.jp/callmeyuko777/research_areas
講師 福島　教照
助教 菊池　宏幸 https://researchmap.jp/kikuchi-hiroyuki
助教 町田　征己 
助手 鶴見　由香
助手 石橋　弘子

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 浜岡　隆文 https://researchmap.jp/read0187420/
講師 木目　良太郎 https://researchmap.jp/file325.pdf
講師 黒澤　裕子 https://researchmap.jp/7000013362/
特任助教 布施　沙由理
特任助教 黒岩　美幸
助手 安生　幹子
助手 佐藤　綾佳

研究テーマ

１．疾病予防：主に身体活動・運動の促進を主とした健康増進
２．身体活動を高める地域・職域環境づくり
３．身体活動度の測定と評価
４．心理社会的ストレスの健康影響
５．職場のメンタルヘルス対策

社会医学
公衆衛生学分野

身体活動・運動の疫学、頭部MRI画像解析、感染症の疫学
臨床検査業務、加速度計データ処理等
調査票・加速度計等調査支援等

健康増進スポーツ医学分野

研究テーマ

筋エネルギー代謝
褐色脂肪組織
運動時における筋酸素動態不均一性の評価
運動時における血管機能の非侵襲的評価方法の確立
クレアチントランスポーター欠損症の治療法の模索

http://www.tmu-ph.ac/

分野紹介

私達、公衆衛生学分野では、人々の健康を守り増進する方策として身体活動・運動に着目し、身体活動度を高めるための行動科学を用いた介入研究や、社会環境の整備に関する研究を行っています。また私たちの生活の中で生じる心理社会的なストレスが健康に及ぼす影響につい
て検討し、特に職場のメンタルヘルス対策について研究を行っています。そして積極的に国の施策にもかかわり、研究の成果を社会に還元すべく活動しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

身体活動・運動の疫学、身体活動・運動の評価、身体活動・運動の推進、身体活動支援地域環境、生活習慣病の予防対策、産業衛生
生活習慣の疫学、生活習慣病対策、産業保健
職場のメンタルヘルス対策、過重労働対策、産業保健、行動科学
職場の身体活動・座位行動の疫学、幼児期の身体活動・運動遊び・体力向上の推進
身体活動・運動・座位行動の疫学、職場のメンタルヘルスの疫学、地域保健

http://www.tokyo-med.ac.jp/whoccsm/sportsmed/

分野紹介

運動生理学的研究では、磁気共鳴分光法、近赤外分光法、超音波ドップラー法などの非侵襲的測定評価法を用いて、運動による骨格筋のエネルギー代謝、組織酸素動態、末梢循環動態の変化に関する研究を行っています。これらの研究から得られた成果は生活習慣病の予防や心臓
リハビリテーションのための効果的な運動方法の開発に生かされています。 最近では、ヒト褐色脂肪組織の測定を行っており、生活習慣病の予防に有益とされる褐色脂肪組織を増やす方法について検討しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

スポーツ医学、筋エネルギー代謝、褐色脂肪、光生体計測
筋エネルギー代謝、組織酸素動態、近赤外線分光法、磁気共鳴分光法、
クレアチン、クレアチントランスポーター、座位の急性効果
褐色脂肪組織、他動的運動時の筋酸素動態

脳・骨格筋におけるクレアチン作用機序の解明
ナットウキナーゼがヒト生体に及ぼす影響
長時間座位姿勢保持が生体に及ぼす影響
他動的脚運動時における血液および筋酸素動態の評価

褐色脂肪組織（こども・妊婦・月経周期）
生理機能検査等
生理機能検査等

https://researchmap.jp/ph_
https://researchmap.jp/callmeyuko777/research_areas
https://researchmap.jp/kikuchi-hiroyuki
https://researchmap.jp/7000013362/
http://www.tmu-ph.ac/
http://www.tokyo-med.ac.jp/whoccsm/sportsmed/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
准教授 原　修一 https://researchmap.jp/read0026602
准教授 前田　秀将
助手 栗岩ふみ

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 三苫　博
准教授 原田　芳巳
講師 山崎　由花
講師 内田　康太郎
助教 五十嵐　涼子

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 J.D. ウィリアムス
准教授 小島　多香子
助教 ヘレナ・明子・ポピエル

分野

医学教育学分野

研究テーマ

1基礎医学と臨床医学の統合の手法、研究能力の育成方法
2シミュレーションを活用した臨床実習の工夫、早期から導入する診察手技実習の方法論
3多職種実習、看護学実習における行動変容
4ＯＳＣＥの課題作製、評価方法の問題点
5外国人患者を中心とした多職種連携

分野紹介

テーマ 1では、一酸化炭素(CO)関連死の死因究明のためにCOによる脳損傷の発現機序を解明するとともに、脳損傷の軽減につながる治療戦略を探索している。テーマ2では、睡眠時無呼吸症候群の病因要素である間歇的低酸素曝露を再現し、主要臓器及び行動に関する変化の解析
を行っている。テーマ3では、危険ドラッグやアルコール、カフェイン、薬剤による濃度別による生理的機能変化、行動異常を分析し、その危険性、致死的原因についての研究を行っている。

研究キーワード・技術など

メンバー
活性酸素、神経伝達物質、in vivo マイクロダイアリシス
間歇的低酸素、危険ドラッグ、行動解析、医療安全
実験補助その他、臨床検査技師

法医学分野

研究テーマ

1. 一酸化炭素中毒による脳損傷の発現機序
2. 間歇的低酸素曝露による諸臓器への影響
3. 薬剤及び嗜好品摂取による濃度別行動変化の解析

http://www.tokyo-med.ac.jp/dimc/index.html

分野紹介

当分野では医学科3・４年、看護学科４年、博士課程の医学英語教育（医学英語論文の執筆指導、出版倫理教育）、さらに国際化のあらゆる場面において不可欠な英語による対応力、表現力等の指導を行い、卒前・卒後の医学英語教育だけでなく、論文校閲及び執筆指導、国際学会
での発表指導など多種多様な支援を行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー
英文校閲・論作成指導
医学英語教育、出版倫理教育、医療コミュニケーション、国際文化
神経科学、神経変性疾患、英文校閲

国際医学情報学分野

研究テーマ

1. 医学英語教育
2. 医療コミュニケーション
3. 医学英語論文執筆の指導
4. 医学英語論文校閲
5. 出版倫理教育

http://meded.tokyo-med.ac.jp/

分野紹介

私たちは、本学における学習成果基盤型教育の適切な実施を目標として、教育手法やその評価法について実証的な実地研究を行っています。基礎医学・臨床医学の統合、臨床実習の新たな手法、多職種実習・看護実習における行動変容、OSCEの課題と評価、研究能力の養成等、す
でに行われている教科内容について、その理論的根拠を検証し、改良に役立てています。

研究キーワード・技術など

メンバー

国家試験の妥当性、基礎と臨床の統合の手法、研究能力の養成方法
医療面接、共感、OSCE
シミュレーション教育、外国人、Physician-Scientists, Sexual and Gender Minority
救急医学、災害医学、シミュレーション教育、医学教育　
多職種連携教育効果、看護実習の学びの実態、循環器系患者への支援・自己管理、病いの経験

医療の質・安全管理学分野

研究テーマ

1医療安全領域の卒前・卒後における教育方法及びその評価手法の開発
2医療事故発生時の組織的対応
3医療現場における大規模データの利用可能性
4医療事故分析手法の開発と評価

https://researchmap.jp/read0026602
http://www.tokyo-med.ac.jp/dimc/index.html


URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 三木　保
教授 三島　史朗
准教授 浦松　雅史
講師 高橋　恵
助教 大坪　陽子
兼任准教授 和田　淳

https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/22.html

分野紹介

当分野は、2004年、大学病院で発生した医療事故の経験から発足したこともあり、大学において医療安全領域の実践的研究をするという、国内・外において稀有な教室です。こうした設立の背景を持つ当分野は、「現場で意味のある患者安全」を念頭に、大学病院の医療安全管理
室と密接に関連しながら活動しています。今後も、理論に偏重することなく、しかし、データの検証の重視だけでもなく、理論と実証のバランスを取りながら、研究を進めてまいります。

研究キーワード・技術など

メンバー

医療安全　医療事故調査
医学教育
医療安全、医療事故、オープン・ディスクロージャー
医療安全、手術・処置関連医療事故、ノン・テクニカルスキル
医療安全、インシデント報告、会話分析

5医師が関わる重大医療事故の背景要因分析

情報科学、行動記録、シミュレーション

https://www.tokyo-med.ac.jp/med/course/22.html


系
領域

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 後藤　明彦 https://researchmap.jp/agotoh
教授 伊藤　良和
講師 後藤　守孝
講師 古屋　奈穂子
講師 岡部　聖一 https://researchmap.jp/sokabe
講師 赤羽　大悟
助教 藤本　博昭
助教 田中　裕子
助教 吉澤　成一郎
助教 片桐　誠一朗 https://researchmap.jp/Skatagiri
病院助教 浅野　倫代

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 近森　大志郎
教授 冨山　博史
准教授 肥田　敏
准教授 里見　和浩
准教授 小菅　寿徳
講師 椎名　一紀
講師 武井　康悦
講師 山下　淳

造血細胞移植
自家末梢血細胞移植
多発性骨髄腫
悪性リンパ腫
慢性骨髄性白血病
骨髄異形成症候群

https://team.tokyo-med.ac.jp/ketsueki/index.html

分野紹介

血液内科学分野では基礎研究では細胞株やマウスをモデルとした造血器腫瘍の生物学的・生化学的解析、疾患特異的iPSを用いた造血器疾患の病態解明などを通して難治性血液疾患に対する新規治療の開発を目指しています。同時に豊富な症例を生かした臨床研究を他施設との共同
研究を含めて推進しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

骨髄増殖性腫瘍、発作性夜間ヘモグロビン尿症、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、骨髄不全
骨髄系腫瘍、日和見感染症
造血細胞移植、移植後感染症
造血細胞移植
造血器腫瘍

臨床医学系
内科
血液内科学分野

研究テーマ

骨髄増殖性腫瘍の病態解明と新規治療法の開発
慢性骨髄性白血病、多発性骨髄腫の病態解明と新規治療法の開発
急性骨髄性白血病の再発に関連する遺伝子異常の解析
造血幹細胞移植の治療成績に関する臨床研究
慢性骨髄性白血病、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫の治療成績に関する臨床研究

不整脈疾患の診断法と治療法の確立
https://team.tokyo-med.ac.jp/jyunkanki/

分野紹介

東京医科大学循環器内科分野では、臨床に則した研究実施に主眼を置いています。こうした臨床研究の成果は広く国際的にも認知されており、医局メンバーは循環器疾患診療に関連する様々なガイドライン（冠動脈疾患診療、末梢動脈疾患診療、動脈硬化診断、高血圧診療など）
作成のメンバーとして参画しています。循環器疾患は、冠動脈疾患、弁膜疾患、心筋疾患、不整脈疾患、循環器疾患危険因子（高血圧、脂質異常症など）、心不全、そして肺高血圧などが主要疾患です。これら疾患の診療により得られるデータをベースとして臨床研究が実施され
ています。これまで、動脈硬化診断法の確立、冠動脈狭窄機能診断法の確立、循環器疾患合併睡眠時無呼吸症例の臨床的特徴の解明、新規心房細動治療法の確立、新規肺高血圧治療法の確立など多くの成果が得られています。今後は、新規循環器画像診断法の確立、新規心不全診
療法の確立、新規弁膜症治療法の確立などをテーマとして取り組む予定です。

研究キーワード・技術など

メンバー

心臓画像診断、心筋症、虚血性心疾患、心臓弁膜症、心不全
非侵襲的動脈硬化診断法、血管機能検査、高血圧、心不全、神経循環調節
心臓核医学、虚血性心疾患、心不全
不整脈、心電図、カテーテル治療、心不全

循環器内科学分野

研究テーマ

冠動脈疾患の新規画像診断法、新規機能的診断法の確立
心筋疾患の遺伝的・疫学的研究
動脈硬化性血管障害の評価と新規治療法の開発
高血圧病態生理の解明
心臓弁膜疾患の評価と新規治療法の開発
心不全の病態生理評価
肺高血圧の病態評価と新規治療法の開発
睡眠時無呼吸の病態生理評価

心臓画像診断、MRI、CT、虚血性心疾患、心不全
非侵襲的動脈硬化診断法、心血管機能、高血圧、睡眠時無呼吸、心不全
心エコー図検査、心臓弁膜症、心筋症
集中治療、心臓カテーテル検査、虚血性心疾患、肺高血圧

https://team.tokyo-med.ac.jp/jyunkanki/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 鈴木　亮 https://researchmap.jp/Ryo_Suzuki_DM
准教授 三輪　隆
講師 酒井　裕幸
講師 志熊　淳平
講師 諏訪内　浩紹 https://researchmap.jp/hirotsugu_suwanai
臨床研究医 石川　卓也
臨床研究医 谷古宇　史芳
臨床研究医 安部　浩則
臨床研究医 伊藤　真理子
臨床研究医 佐々木　順子
兼任教授 小田原　雅人
兼任教授 原　一雄

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
教授 沢田　哲治
臨床講師 太原　恒一郎
臨床講師 林　映

糖尿病、ヒト遺伝子、マウスモデル、免疫

https://team.tokyo-med.ac.jp/tounyo/index.html

分野紹介

糖尿病・代謝・内分泌疾患を中心に、主にヒトの遺伝子異常から発症する病態を解明しています。脂質異常症のvitroの研究、甲状腺疾患や糖尿病のモデルマウスなどの研究を行っています。また、妊娠糖尿病と胎児脳機能の発達障害の基礎研究を、モデルマウスを用いて行ってお
ります。基礎教室、統計専門家、海外研究室との共同研究も活発です。

研究キーワード・技術など
代謝, インスリン作用, 糖尿病 

糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

研究テーマ

糖尿病の臨床・基礎研究
脂質異常症、甲状腺などの内分泌・代謝疾患のヒト遺伝子解析
脂質異常症、甲状腺のヒト遺伝子異常の動物モデルでの解析
妊娠糖尿病と胎児脳機能の発達障害の基礎研究

http://rheu-tky.umin.jp/index.html

分野紹介

私たちの分野では膠原病およびその類縁疾患の臨床研究を中心に活動を行っております。関節リウマチ（RA)に関しては、国立病院機構相模原病院を中心とする多施設共同データベースへの参加と疫学研究、RA特異的自己抗体である抗CCP抗体が認識するシトルリン化自己抗原の
探索などを行い、病態解明への展開を目標にしています。全身性エリテマトーデス（SLE)では活動性マーカーとして同定したリゾリン脂質産生酵素の病因的役割について研究を行っています。また、膠原病は比較的稀なので症例報告にも心がけています。

研究キーワード・技術など
症例研究・細胞培養・一般生化学実験・統計解析
症例研究・一般生化学実験
症例研究・一般生化学実験

リウマチ・膠原病内科学分野

研究テーマ

関節リウマチの疫学研究
関節リウマチとシトルリン化自己抗原の研究
全身性エリテマトーデスとリゾリン脂質産生酵素に関する研究

https://researchmap.jp/Ryo_Suzuki_DM
https://researchmap.jp/hirotsugu_suwanai
https://team.tokyo-med.ac.jp/tounyo/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 相澤　仁志
准教授 赫　寛雄
講師 加藤　陽久
講師 日出山　拓人
助教 井戸　信博
助教 菊野　宗明
臨床助教 内藤　万希子

https://team.tokyo-med.ac.jp/shinkeinaika/index.html

分野紹介

神経学分野では基礎的研究として筋萎縮性側索硬化症を始めとした神経変性疾患のモデルマウスや組織標本などを用い病態研究を行なっている。臨床研究としてはパーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、脳卒中を対象とした単施設および多施設臨床研究を行なっている。
また、てんかん、パーキンソン病を始めとした神経変性疾患、多発性硬化症・視神経脊髄炎を対象とした高次脳機能障害の研究を行なっている。

研究キーワード・技術など

メンバー

筋萎縮性側索硬化症の病態研究、神経変性疾患の病理学的研究、脳卒中学
パーキンソン病、脳卒中、歩行解析
高次脳機能障害、脳卒中、臨床神経学
運動ニューロン病モデルマウスを用いた病因解析、分子生物学、組織学的解析
多発性硬化症、視神経脊髄炎、重症筋無力症

神経学分野

研究テーマ

筋萎縮性側索硬化症の基礎的病態研究及び治療研究
パーキンソン病の臨床研究、神経変性疾患の歩行解析
多発性硬化症、視神経脊髄炎、重症筋無力症の臨床研究
脳梗塞の血管内治療、脳血管障害のリスク層別化研究
てんかん、神経変性疾患、神経免疫疾患の高次脳機能に関する研究

脳血管障害、臨床研究、潜因性脳梗塞、神経超音波、脳血管内治療
運動ニューロン病モデルマウスを用いた病因解析、分子生物学、組織学的解析

https://team.tokyo-med.ac.jp/shinkeinaika/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 糸井　隆夫 https://researchmap.jp/takao_itoi/
准教授 祖父尼　淳
准教授 福澤　誠克
准教授 杉本　勝俊 https://researchmap.jp/rintakoji1205
准教授 土屋　貴愛
講師 石井健太郎
講師 田中　麗奈
講師 殿塚　亮祐

分野紹介

私たちの分野では大きく分けて４つのグループ（G)に分かれて臨床・研究を行っています。①胆道・膵臓 G、②消化管 G、③肝臓・門脈圧亢進症 G、④低侵襲治療 G。胆道・膵臓 Gは胆石症、胆嚢・胆管炎、閉塞性黄疸、胆道癌、急性・慢性膵炎、膵癌に代表される胆道膵臓疾患
の診断治療を行っています。消化管 Gは食道、胃、小腸、大腸を含む良性・悪性疾患を広く対象とし、診断・治療を行っています。肝臓 Gでは肝細胞癌、肝硬変症、慢性肝炎、胃・食道静脈瘤に代表される肝臓疾患の診断治療を行っています。低侵襲治療 Gでは消化器癌に対する
薬物療法（化学療法）を中心に治療を行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

新規超音波内視鏡下治療　※特に超音波内視鏡下胃空腸吻合術、新規胆膵内視鏡デバイスの開発
膵臓癌の強力集束超音波(HIFU)治療、胆道・膵臓疾患の超音波、造影超音波、内視鏡検査治療、化学療法
唾液メタボローム解析、便潜血反応、便中カルプロテクチン、内視鏡治療(EMR/ESD)
肝アブレーション治療（RFA, MWA, IRE)、超音波、超音波造影剤、エラストグラフィ、AI
新規素材胆管ステントの開発、膵癌に対する核酸医薬局注療法（EUS-FNI)、新規胆膵内視鏡治療・診断法の開発

消化器内科学分野

研究テーマ

1　新規素材ハイドロゲル胆管ステントの開発，膵癌患者に対する核酸医薬の超音波内視鏡ガイド下投与の有用性
2　唾液メタボローム解析による胃癌早期診断法の確立、新規便潜血反応器具（緩衝液）の開発、大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究
3　膵臓癌を含めた難治癌に対する超音波を用いた強力集束超音波(HIFU)治療、音響力学的療法の研究・開発
4　不可学電気穿孔法を基軸とした悪性肝腫瘍の新規治療法の開発、肝病態評価を目的とした新しい超音波診断法の開発、超音波によるAI診断

6　悪性胃・十二指腸狭窄に対する超音波内視鏡下胃空腸吻合術の有効性と安全性に関する研究
5　EUS画像を対象としたAIによる診断支援の実現性検討、胆膵疾患に対する内視鏡治療・診断

バルーン小腸内視鏡を用いたERCP治療、新規ERCPデバイスの開発

EUS画像を対象としたAIによる診断支援の実現性検討、胆膵疾患に対する内視鏡治療・診断
新規超音波内視鏡下治療、化学療法、経口胆道鏡下治療の開発

https://researchmap.jp/takao_itoi/
https://researchmap.jp/rintakoji1205


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 河合　隆
教授 杉本　光繁

准教授 永田　尚義

助教 岩田　英里

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/naishi/index.html

分野紹介

内視鏡センターは胃がん、大腸がんの早期発見、地域と連携した医療の提供、患者さんとの対話を重視するといった３つの特長をもつ病院内の一部署です。
一人一人に応じた適切かつ安全な内視鏡治療を提供することで、満足度の高い評価を得られることを目標にしています。
また、昨今は高度な内視鏡治療も提供し、周辺地域の中核病院としての立場も確立しています。
更に、大学病院の使命として研究分野にも力をいれており、消化管内視鏡を使用した消化器疾患の診断法や新たな治療法の確立を目標に、日常臨床に取り組んでいます。
産学協同連携にて新たな内視鏡機器の開発にも取り組み、内視鏡分野の医学の発展への貢献を目指すとともに、内視鏡検査にて採取される検体(胃液、消化管粘膜、糞便、唾液など)を使用して多施設共同研究を含めて消化管疾患の病態解明に繋がる研究も行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

上部・下部消化管疾患、ヘリコバクターピロリ感染症、食道がん・胃がん・大腸がん
酸関連疾患(消化性潰瘍、逆流性食道炎、機能性Dyspepsia)、薬剤性消化管粘膜傷害、ヘリコバクターピロリ感染症、食道がん、胃がん、内視鏡治療学、臨床薬理学
腸内細菌及び口腔内細菌と消化管疾患、炎症性腸疾患、感染性腸炎など下痢・血便を来す疾患の内視鏡診断、内視鏡検査・治療時の抗血栓薬管理、消化管出血の内視鏡治療
（とくに大腸憩室出血の治療）、免疫不全者におこる内視鏡診断
上部消化管疾患の診断と内視鏡治療、下部消化管疾患の診断と内視鏡治療、ヘリコバクターピロリ感染症の診断と治療、炎症性腸疾患の診断と治療

消化器内視鏡学分野

研究テーマ

内視鏡診断学の確立：経鼻内視鏡を含む
新規内視鏡機器の開発
ヘリコバクターピロリ感染と消化器疾患の解明
逆流性食道炎の病態解明と治療法の開発
腸内細菌叢と消化器疾患の相関

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/naishi/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 菅野　義彦 https://researchmap.jp/kannoyh
准教授 長岡　由女
講師 長井　美穂
助教 宮岡　良卓
助教 知名　理絵子
助教 鈴木　梨江

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/jinzo/index.html

分野紹介

慢性腎臓病患者における食事摂取についての研究をメインに、他の研究室、他大学と共同でナノメディシンを用いた新規透析デバイス開発も行っている。

研究キーワード・技術など

メンバー

臨床栄養学、ナノ透析デバイス、医学教育
血液透析
脂肪細胞
血液透析
腎臓病学

腎臓内科学分野

研究テーマ

慢性腎臓病患者における食事摂取
ナノメディシンを用いた新規透析デバイス開発

腎臓病学

https://researchmap.jp/kannoyh
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/jinzo/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 平山　陽示 https://researchmap.jp/yoji-md
准教授 原田　芳巳 https://researchmap.jp/yoshimi_harada
准教授 及川　哲郎
講師 川上　浩平
臨床講師 山口　佳子
助教 遠井　敬大
助教 畑中　志郎
助教 宮島　豪

https://team.tokyo-med.ac.jp/sogo/index.html

分野紹介

当分野では総合診療という幅広い領域を扱うため、特別な臓器疾患のミクロの研究はしていません。比較的親和性が高い領域としては医学教育領域があり、教育方法に関する研究をしてきました。最近では医療面接の際の共感に焦点を当てた研究を進めてきました。在宅医療に関
する質的研究、ピロリー菌の感染率の推移に関する研究、感染症、臨床倫理、禁煙治療、漢方医学の領域のテーマでも研究を重ねています。

研究キーワード・技術など

メンバー

医学教育、医療面接、共感、臨床倫理、混合研究法、禁煙治療
医学教育、医療面接、共感、臨床倫理、混合研究法、禁煙治療
漢方医学、消化管機能、消化器内科学、消化器内視鏡学
Helicobacter pylori 、消化管疾患
医学教育、医療面接、医療コミュニケーション、混合研究法、インバウンド

総合診療医学分野

研究テーマ

医師のプロフェッショナリズム、医師ー患者関係、Helicobacter pylori 、消化管疾患
医学教育、シミュレーション教育、医療面接、臨床推論
臨床倫理、在宅医療、主治医機能、質的研究、混合研究、医療コミュニケーション、インバウンド
禁煙治療、プロバイオティクス、抗菌薬、抗菌薬関連下痢症、パルボウイルスB19感染症
漢方医学

在宅医療、主治医機能、質的研究、混合研究
プロバイオティクス、抗菌薬、抗菌薬関連下痢症
パルボウイルスB19感染症

https://researchmap.jp/yoji-md
https://researchmap.jp/yoshimi_harada
https://team.tokyo-med.ac.jp/sogo/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 井上　猛 https://researchmap.jp/read0180056
准教授 桝屋　二郎 https://research-er.jp/researchers/view/757887

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 原田　和俊 https://researchmap.jp/read0192131
教授 大久保　ゆかり https://researchmap.jp/read0026624
准教授 堺　則康 https://researchmap.jp/read0132078
准教授 伊藤　友章
講師 齋藤　万寿吉
講師 阿部　名美子
院内講師 入澤　亮吉
助教 山本　真美
助教 小林　知子
助教 前　賢一郎
助教 川上　洋
助教 脇本　紘子

分野

URL

職位 氏名 Researchmap

3. 肥満細胞・樹状細胞の機能解析
2. 皮膚と皮膚付属器を構成する細胞の再生機序の解析

分野紹介

これまでの研究実績を土台にして、国内のみならず世界にアピールできる独創性の高い研究を目指しています。研究分野としては、最近注目を集めている再生医学や老化に関する研究、アトピー性皮膚炎の病態、腫瘍や乾癬など細胞の増殖と分化に関する研究などを行っていま
す。

研究キーワード・技術など

メンバー

皮膚腫瘍、皮膚附属器疾患
乾癬、掌蹠膿疱症、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎
遺伝性皮膚疾患、血管炎
アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、肥満細胞腫、食物アレルギー、膠原病
皮膚免疫、ウイルス感染に伴う皮膚症状など
乾癬、掌蹠膿疱症、白斑
皮膚腫瘍、脱毛症、褥瘡
アレルギー・免疫性疾患
白斑、アレルギー、アトピー性皮膚炎、乾癬
皮膚腫瘍
乾癬、遺伝病
皮膚腫瘍

放射線医学分野

研究テーマ

1　画像による病態の解明
2　画像の定量的評価
3　放射線治療への免疫チェックポイント阻害剤の応用の研究
4　放射線肺臓炎のリスクファクターの研究
5　射線治療の有害事象に関連する因子の解明

https://team.tokyo-med.ac.jp/psychiatry/index.html

分野紹介

当分野では臨床研究により、小児虐待、いじめ、ストレス、睡眠、産業精神衛生の多因子関連を共分散構造分析などの統計手法を用いて解析している。その他、うつ病と双極性障害得の早期鑑別診断の臨床研究などを行っている。

研究キーワード・技術など

メンバー
ストレス、産業精神医学、睡眠、うつ病、双極性障害、不安症、質問紙調査
小児精神医学、トラウマ、災害精神医学

精神医学分野

研究テーマ

小児虐待、いじめ、ストレスの精神症状に及ぼす影響
睡眠とストレスの関連
産業精神衛生に及ぼす睡眠、ストレスの影響
双極性障害の早期診断技術の開発

皮膚科学分野

研究テーマ

1. 創傷治癒過程の研究

4. 皮膚における微生物の菌相解析・遺伝子多型
5. 皮膚腫瘍の発症メカニズムの解析
6. 皮膚真菌症の分子生物学的病態解析
7. 乾癬の病態の解析
http://www.tokyo-med.ac.jp/derma/

https://team.tokyo-med.ac.jp/housha/index.html

分野紹介

放射線科では診断・インターベンショナルラジオロジー、放射線治療、核医学と3つの部門にわかれて、診療そして研究を幅広く行っています。各々はまったく異なる分野ではありますが、いずれの領域も画像を用いて診療を行っているという共通点があります。当教室では、日々
の診療に基づいた疑問点を明らかにし、診断、治療の精度、効果をいかに向上させるか追求しています。各部門を越えた研究もおこなわれています。

研究キーワード・技術など

https://researchmap.jp/read0180056
https://research-er.jp/researchers/view/757887
https://team.tokyo-med.ac.jp/psychiatry/index.html
http://www.tokyo-med.ac.jp/derma/
https://team.tokyo-med.ac.jp/housha/index.html


主任教授 齋藤　和博 https://researchmap.jp/read0064874
教授 吉村　真奈
教授 菅原　信二
臨床教授 若林　ゆかり https://researchmap.jp/yukari-0315
臨床准教授 朴　辰浩
講師 佐口　徹
講師 三上　隆二
講師 大久保　充
教授 阿部　光一郎
助教 鈴木　邦仁
助教 桝野　龍平
助教 大高　純
助教 田島　祐
助教 勇内山　大介 https://researchmap.jp/yuunai
助教 田中　太郎
助教 代田　夏彦
助教 眞田　知英
助教 山田　隆文
助教 守矢　知永
助教 糸永　知広 https://researchmap.jp/itomo/
助教 齋藤　辰彦 https://researchmap.jp/tatsu74/
助教 高良　祐葵 https://researchmap.jp/ytakara
助教 小久保　玲志
助教 汲田　英裕
病院助教 白石　沙眞 https://researchmap.jp/nog

インターベンショナルラジオロジー
画像診断
頭頸部、画像解剖、IVR、コイル塞栓術、バルーンカテーテル
インターベンショナルラジオロジー、画像診断
インターベンショナルラジオロジー、画像診断
画像診断

インターベンショナルラジオロジー
高精度放射線治療、放射線治療効果、治療効果判定法
放射線治療
核医学、FDGPET
画像診断、核医学
眼窩腫瘍と病理との関連性、その他

メンバー

画像診断、インターベンショナルラジオロジー、MRI
RI内用療法、骨代謝、FDGPET, 
肝臓癌，　食道癌，　骨軟部腫瘍の放射線治療，　粒子線治療
放射線科診療と安全管理、医師患者関係
呼吸器画像診断

放射線治療、Radiomics、IMRT
放射線治療
IVR　コイル塞栓術
画像診断

胸部画像診断
インターベンショナルラジオロジー、画像診断

画像診断
放射線治療

https://researchmap.jp/read0064874
https://researchmap.jp/yukari-0315


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 木内　英 https://researchmap.jp/read0130797
教授 天野　景裕 https://researchmap.jp/read0044497
講師 萩原　剛
講師 稲葉　浩
講師 篠澤（野坂）圭子
講師 四本　美保子
助教 村松　崇
助教 関谷　綾子
留学中 備後　真登
助教 近澤　悠志
助教 一木　昭人
助教 上久保　淑子
臨床研究医 山口　知子
臨床研究医 宮下　竜伊

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 清水　聰一郎
講師 金高　秀和
講師 平尾　健太郎

血液凝固異常症（凝固・抗凝固因子）遺伝子解析、遺伝子組み換え変異体蛋白質発現実験・臨床検査医学
HIV感染症　エイズ関連リンパ腫　
日和見疾患、AIDS、HIV感染症と長期合併症、HIV・肝炎ウイルスの共感染、HIV・性感染症の共感染
HIV感染症　代謝疾患　血液凝固学
留学中
先天性血友病、後天性血友病、von Willebrand 病、抗リン脂質抗体症候群、Rotational thromboerastmetry

分野紹介

研究キーワード・技術など

メンバー

HIV感染症、血液凝固異常症、ウィルス学、一般感染症、小児科学、臨床検査系開発
血液凝固因子の構造と機能解析、リコンビナント技術を用いた変異体凝固因子の合成、血友病治療薬による止血管理と血友病患者の活動度との関係性解析
血栓止血学・HIV感染症・ウイルス性肝炎・臨床遺伝学
血友病、血液凝固系、凝血学的解析、分子生物学的解析、次世代シークエンス

臨床検査医学分野

研究テーマ

分野紹介

私たちの分野では、認知症の早期診断に役立つ画像診断の有用性を研究のメインテーマに据え，フレイルとの関連等の研究を行っています．

研究キーワード・技術など

メンバー
認知症画像診断，フレイル，睡眠障害
認知症画像診断，フレイル
認知症画像診断，フレイル

血栓症、先天性PS欠乏症の病院遺伝子の解析
血液凝固異常症　APTT延長と甲状腺疾患　LA
Emicizumab存在下での凝固能測定方法
重症血友病A、遺伝子解析、凝固因子解析

高齢総合医学分野

研究テーマ

1　認知症画像診断
2　フレイル
3　睡眠障害と認知機能障害の関連．

https://researchmap.jp/read0130797
https://researchmap.jp/read0044497


領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 池田　徳彦
教授 高橋　秀暢
教授 古川　欣也 https://researchmap.jp/read0072882
教授 筒井　英光
教授 大平　達夫 https://researchmap.jp/read0055800
教授 梶原　直央 https://researchmap.jp/edu
講師 内田　　修
講師 垣花　昌俊 https://researchmap.jp/kaki-TMU
講師 矢野　由希子
講師 萩原　　優
講師 嶋田　善久
講師 前原　幸夫
助教 武内　　進 https://researchmap.jp/nmss-takeuchi
助教 牧野洋二郎
助教 工藤　勇人 https://researchmap.jp/yujinkudo
助教 古本　秀行
助教 小野　祥太郎
助教 田村　温美
助教 大澤　潤一郎
助教 米山　礼美
助教 大森　智一
助教 小原　亮爾
助教 重福　俊佑
助教 雨宮　亮介
助教 田中　裕紀
助教 濱中和嘉子
助手 長瀬　久美子

低侵襲医療、基礎研究、肺癌診療
肺がんの手術、化学療法　その他
呼吸器外科、臨床腫瘍学、メタボロミクス
音声機能を温存する甲状腺手術手技、縮小手術・低侵襲手術を追求する副甲状腺手術、進行甲状腺癌に対する集学的治療、甲状腺がん増殖経路に関する基礎研究
肺癌の集学的治療、低侵襲手術、胸腔鏡手術
リキッドバイオプシー、エクソソーム、浸潤転移機構、脈管浸潤

https://team.tokyo-med.ac.jp/kokyukigeka/index.html

分野紹介

当分野の現在の研究テーマは、肺癌・甲状腺癌を中心に癌の病態解明、分子病理の診療への応用（生物学的悪性度評価、バイオマーカーの探索など）、医工連携（ロボット、内視鏡装置、ナビゲーション）、レーザー治療研究、臨床試験である。現在、免疫治療、ウイルス療法な
どの新たな癌治療が臨床応用されてきており、最先端の研究施設と連携し共同研究などを積極的に進めている。次世代の医療を構築することを目標に研究を進めており、質の高い国際的な論文を世界に向けて発信している。公的研究費の獲得も進めている。

研究キーワード・技術など

メンバー

肺癌の悪性度評価、肺癌の集学的治療、早期診断、低侵襲手術
呼吸器外科疾患、特に肺癌の臨床的な研究。緩和ケアの課題及び対応の統計学的研究。
光線力学的診断治療の基礎及び臨床研究、呼吸器インターベンションを併用した肺癌治療法の開発
ハイリスク型甲状腺癌の治療、気道浸潤甲状腺癌に対する気管形成手術や内視鏡的レーザー治療、甲状腺癌の分子標的薬治療、音声機能を温存した甲状腺手術
肺癌の集学的治療、バイオマーカー、リキッドバイオプシー、遺伝子治療

外科
呼吸器・甲状腺外科学分野

研究テーマ

悪性腫瘍のゲノム解析
腫瘍免疫学
画像・病理診断とAI
医工連携
大規模データ解析

肺癌における上皮間葉転換(EMT)、多形癌
呼吸器外科疾患、特に肺癌の臨床的な研究、手術手技
肺癌の予後因子解析、経気管支鏡下肺生検における迅速診断システムの開発、仮想気管支鏡技術の発展
組織学的技術、細胞培養技術、遺伝子実験技術、その他

甲状腺手術、副甲状腺手術、甲状腺癌、バセドウ病、エナジーデバイス、分子標的薬治療
縮小手術　ロボット手術　人工知能を用いた病理所見と予後の解析
喫煙と肺癌、PDT
末梢肺扁平上皮癌の生物病理学的特徴、miRNAを用いた予後解析
甲状腺手術、副甲状腺手術、甲状腺癌、バセドウ病、エナジーデバイス、分子標的薬治療
呼吸器外科疾患、特に肺癌の臨床的な研究、手術手技

データサイエンス、AI、Deep learning
肺癌トランスレーショナルリサーチ、癌関連遺伝子、薬剤感受性・耐性関連分子、発癌メカニズム
肺癌腫瘍代謝因子と予後の関係、肺癌微小環境と薬剤耐性、Deep Learning、Radiogenomics
肺癌、呼吸器外科、胸膜浸潤、脈管浸潤、免疫療法、脳転移、胸腔鏡手術
呼吸器外科手術（低侵襲手術から拡大手術まで）、肺癌集学的治療
胸腔鏡下肺葉切除術（3ports VATS）、非小細胞肺癌におけるEGFR遺伝子変異の多様性、間質性肺炎合併肺癌の免疫組織学的研究、EBUS-TBNA、光線力学的治療

https://researchmap.jp/read0072882
https://researchmap.jp/read0055800
https://researchmap.jp/edu
https://researchmap.jp/kaki-TMU
https://researchmap.jp/nmss-takeuchi
https://researchmap.jp/yujinkudo
https://team.tokyo-med.ac.jp/kokyukigeka/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 石川　孝 https://researchmap.jp/7000003323/
助教 河手　敬彦
助教 宮原　か奈
助教 上田　亜衣
助教 寺岡　冴子
助教 淺岡　真理子
助教 岡﨑　美季

乳腺科学分野

研究テーマ

・トリプルネガテイブ乳癌のサブタイプ
・骨転移に特異的なマイクロRNA
・AIによる術前化学療法の効果判定
・人工物による被膜拘縮に関与する因子

トリプルネガティブ、BRCAness、術前化学療法、バイオマーカー
術前化学療法、遺伝子発現解析
被膜拘縮に対する予防効果薬剤の検証

・AIを用いたマンモグラフィー診断
http://tokyo-med-breast.jp/

分野紹介

病態の解明が進んで乳癌はひとつの疾患ではないことが解明されて、急速に新しい診断や治療の技術が日常臨床の現場に導入されています。その結果、症例ごとに最適な個別化医療を提供できるようになってきました。2004年に診療科としての乳腺科を設立して、病理・形成外
科・放射線科の専門医および看護師・薬剤師・放射線技師・ソーシャルワーカーとチーム医療を確立し、2014年4月からは乳腺科学分野として大学の講座に昇格して国内外の研究室との共同研究も開始しています。世界基準の診療を提供するとともに、医学教育と基礎研究を通し
て、次世代の医療を開拓することも大学附属病院としての責務と考えています。

研究キーワード・技術など

メンバー

トリプルネガティブ・個別化医療・オンコプラステイック・薬物療法・遺伝子発現解析
個別化医療、DJ-1 protein、オンコプラスティック、緩和ケア
個別化医療・薬物療法・BRCA1・オートファジー・骨転移
トリプルネガティブ、PLK1、AI、術前化学療法、効果予測

https://researchmap.jp/7000003323/
http://tokyo-med-breast.jp/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 荻野 均 登録すみ
教授 西部　俊哉 静脈グラフト　下肢閉塞性動脈硬化症　虚血性心疾患　バイパス手術
教授 福田　尚司
講師 神谷　健太郎
講師 岩橋　徹
助教 高橋　聡
助教 岩掘　晃也
助教 藤吉　俊毅
助教 丸野　恵大
助教 鈴木　隼
助教 加納　正樹
後期臨床研修医松本　龍門
後期臨床研修医中野　優
後期臨床研修医前川　浩毅
後期臨床研修医入方　佑樹

6  大動脈食道瘻の多施設共同実態調査研究
7  血管平滑筋細胞におけるTGFβとPKCδによる動脈瘤発生メカニズムの解明
https://team.tokyo-med.ac.jp/shinkekkan/index.html

分野紹介

当科では，心臓疾患（虚血性心疾患、大動脈弁・僧帽弁狭窄閉鎖不全，肺血栓塞栓症，先天性等），大動脈疾患（急性・慢性大動脈解離，胸部・腹部大動脈瘤等），末梢血管疾患（閉塞性動脈硬化症，バージャー病，下肢静脈瘤等）と幅広い心臓血管外科領域を網羅し，最適と思
われる治療をしています． それと同時に各疾患に対して，より治療効果を上げるため，より深く治療要因や原因究明への研究も行っています．当科では，特に動脈や静脈である血管に対し研究を行っている．致死的な疾患である急性大動脈解離に対しては，全国の各施設での発症
頻度や治療成績等を明確化し，今後の診療の質を均一向上させる研究や，大動脈解離発症前の造影CT画像の解析などの研究を行っている．エコノミークラス症候群などを生じる深部静脈血栓症を契機に発症する，慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対しては，当院で行っている
手術治療に加えてバルーンカテーテルによる治療であるBalloon pulmonary angioplastyの治療効果や安全性の研究を行っている．より基礎研究として，組織や細胞レベルも研究も行っている．冠動脈バイパス術や下肢バイパス術に使用される静脈グラフトの受容体を介したリモデ
リング，動脈壁を形成する血管平滑筋細胞の動脈瘤発生メカニズムへの関与などの研究も行っている．

研究キーワード・技術など

心臓血管外科学分野

研究テーマ

１ 急性大動脈解離のEvidence Practice Gapの可視化を行うための指標の作成と測定に関する研究
2   慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対するBalloon pulmonary angioplasty(BPA)の有効性と安全性に関する他施設レジストリー
3   急性大動脈解離発症前造影CT画像の解析
4   静脈グラフトにおけるプロスタノイド受容体の発現とポジティブ・リモデリングの誘導
5   急性大動脈解離レジストリ研究

慢性肺血栓症   CTEPH  肺高血圧症						
自己弁温存基部置換
開心術後の水分管理
慢性肺血栓症   CTEPH  肺高血圧症						
大動脈瘤、大動脈解離、ステントグラフト

メンバー

大動脈瘤、大動脈解離、慢性血栓塞栓性肺高血圧、レジストリ、診療の質評価、自己弁温存基部置換

再生医療 末梢血管疾患
大動脈瘤、大動脈解離、ステントグラフト、TAVI
大動脈瘤、大動脈解離、ステントグラフト、感染性腹部大動脈瘤、大動脈食道瘻
大動脈瘤、大動脈解離、ステントグラフト、感染性腹部大動脈瘤、大動脈食道瘻
TAVI 大動脈瘤破裂
大動脈瘤、大動脈解離、遺伝性結合織疾患、中膜壊死
虚血性心疾患 心房細動  OPCAB  MICS
慢性肺血栓症   CTEPH  肺高血圧症



分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 河野　道宏
准教授 橋本　孝朗
講師 中島　伸幸
講師 深見　真二郎
院内講師 伊澤　仁之
助教 坂本　広喜
助教 一桝　倫生
助教 松島　健
助教 永井　健太
助教 新井　佑輔
助教 横山　智哉
助教 須長　正貴

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 土田　明彦
教授 勝又　健次
准教授 永川　裕一
講師 須田　健
講師 太田　喜洋
講師 石崎　哲央
講師 榎本　正統
講師 林　豊

研究テーマ

1. 頭蓋底腫瘍・聴神経腫瘍に対する手術手技の開発
2. 悪性頭蓋内腫瘍に対する光線力学的療法を中心とした新規治療法の開発
3. 頭蓋内疾患に対する神経内視鏡治療の研究
4. 脳血管障害に対する血管内治療の研究
5. 脳神経外科手術における低侵襲手技・手術教育法の研究

脳神経外科学分野

脳血管外科、重症頭部外傷、脳圧、脳卒中、神経集中治療
消化器・小児外科学分野

研究テーマ

1．消化器癌の低侵襲手術の解剖学的アプローチ
2．消化器癌の早期発見に関する新規バイオマーカーの開発
3．進行消化器癌に対する術前化学療法・化学放射線療法
4．消化器癌の診断や予後予測に関するAI解析
5．小児外科・小児泌尿器科疾患に対する低侵襲手術

頭蓋底腫瘍、脳血管内手術、神経放射線学、神経内鏡手術
微小血管減圧術、ボトックス治療、頭蓋底外科、聴神経腫瘍、髄膜腫
脳神経微小解剖、頭蓋底解剖、脳血管障害の手術、聴神経腫瘍、医学英語
3Dモデル、神経放射線、手術シミュレーション、悪性脳腫瘍の集学的治療、光線力学的療法
脳血管内手術、脳虚血、脳卒中急性期治療、脳卒中
脳血管外科、神経集中治療、バイパス術、手術教育、脳卒中、重症頭部外傷

https://team.tokyo-med.ac.jp/nou/

分野紹介

私たちの分野では、主に脳神経外科手術手技や中枢神経系疾患について研究しています。脳神経外科手術では頭蓋底腫瘍・聴神経腫瘍に対する安全な手術手技に注目しています。また、神経膠芽腫に代表する悪性脳腫瘍に関しては光線力学的療法の開発や遺伝子発現の分析を行っ
ています。その他、脳血管内手術や神経内視鏡手術による低侵襲脳神経外科手技や、整容に注目した開頭術を研究しています。シミュレーション・バーチャルリアリティ・AR技術を用いて手術教育や安全な手術をおこなえるように研究しています。重症頭部外傷や脳卒中急性期患
者に対する神経集中治療法の研究も行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

頭蓋底腫瘍、聴神経腫瘍、髄膜腫、後頭蓋病変、手術手技、脊椎脊髄外科
脳血管内手術、頸動脈狭窄、脳卒中、脳動脈瘤、硬膜脳動静脈瘻、医学教育
神経内視鏡、間脳下垂体腫瘍、手術シミュレーション、小児脳神経外科、バーチャルリアリティ
悪神経膠腫、遺伝子発現の分析、脊髄腫瘍、光線力学的療法、神経内視鏡、間脳下垂体腫瘍
低侵襲手技、バイパス術、脳血管障害急性期治療、整容脳神経外科、小児脳神経外科

大腸癌、鏡視下手術、ロボット支援下手術、ナビゲーション手術
大腸癌、鏡視下手術、ロボット支援下手術、化学療法
小児外科・小児泌尿生殖器外科的疾患・内視鏡下手術・二分脊椎（膀胱直腸機能障害）

https://team.tokyo-med.ac.jp/syoukakigeka/index.html

分野紹介

私たちの分野では、消化器疾患、小児外科・小児泌尿器科疾患を取り扱っており、解剖学的アプローチに基づいた手術手技の検討、消化器癌の早期発見に繋がる新規バイオマーカーの開発などを行っています。消化器癌の遺伝子異常に加え、がん組織・血液・唾液などのプロテ
オーム解析・メタボローム解析を行い、種々のバイオマーカーを探究してきましたが、近年では、miRNAを用いた早期診断の可能性を検討しています。また、切除標本の病理組織のAI解析により、再発・転移などの予後予測の可能性を探究しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

膵癌、膵・胆管合流異常、先天性胆道拡張症
直腸癌　機能温存手術　癌の早期発見・再発の予測因子（メタボローム・AI）
膵癌、胆道癌、低侵襲手術、ロボット支援手術、集学的治療
胃癌、GIST、胃癌化学療法、胃疾患手術、肥満症手術
食道癌、化学放射線療法（術前・根治的）、ロボット支援手術

https://team.tokyo-med.ac.jp/nou/
https://team.tokyo-med.ac.jp/syoukakigeka/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 鈴木　修司 https://researchmap.jp/1841
准教授 下田　貢 https://researchmap.jp/read0115020/
准教授 島崎　二郎
講師 大城　幸雄 https://researchmap.jp/7000008129
助教 西田　清孝

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 河地　茂行
准教授 日高　英二
准教授 千葉　斉一
講師 田渕　悟
助教 新後閑　正敏
助教 富田　晃一
助教 佐野　達

消化器外科学分野（茨城医療センター）

研究テーマ

1、浸潤性膵管癌における繊維性癌間質による膵臓増殖メカニズムの研究
2、肝胆膵手術におけるシミュレーションソフトウェアの正確性、超音波3D画像を用いたナビゲーションの研究
3、胆汁中の酸化コレステロールによる胆道がん増殖メカニズムと治療に関する研究
4、消化器癌系悪性腫瘍における尿中タイチンの臨床的意義の研究
5、消化器癌における予後予測因子、栄養学的指標の研究

消化器外科・移植外科学分野（八王子医療センター）

研究テーマ

高齢消化器癌患者に対する安全かつ有効な外科治療の構築と、高難度から低侵襲まで消化器外科手術における個別化治療の確立
消化器癌におけるHOXB9の役割と、その制御による癌治療の確立
生体肝移植における抗体関連拒絶反応の制御と成績向上に向けた手術手技の確立
消化器外科手術における術前シミュレーションとvirtual realityを含めたナビゲーション手法の確立
急性腹症の正確な診断法確立と適切な外科治療の構築

http://ksm.tokyo-med.ac.jp/Page/Shinryou/Ippan/ShoukakiGeka/index

分野紹介

私たちの分野は、消化器外科の臨床研究に加え、他施設、他分野と共同で、手術における根治性と安全性の検証に必要な研究を行っています。現在では胆道癌、膵癌に関してはその増殖メカニズムに関して間質反応と酸化コレステロール発現に関して臨床病理学的に検討を行って
います。さらに肝胆膵手術における術前シュミレーションと術中ナビゲーションにおいて、超音波装置や画像解析ソフトを自主開発して研究を行っています。さらに消化器系悪性腫瘍における尿中タイチンの役割の解明を行い、総合的な予後予測因子、栄養学的指標の検索も行っ
ています。

研究キーワード・技術など

メンバー

膵癌増殖メカニズム、胆道癌増殖メカニズム、残膵癌研究、肝胆膵がんリスク因子
手術画像支援システム、肝虚血再灌流障害、消化器癌周囲組織環境遺伝子研究、スポーツ生理学、スポーツドーピング
大腸癌の発生・転移メカニズム、大腸癌の予後因子
肝切除ナビゲーション・シミュレーション、コンピュータ支援外科、E型肝炎
胃癌再発転移因子解析、消化器癌予後予測因子解析

膵癌、メタボローム、唾液、SSI、腎移植ドナー、ビンセント、生体肝移植
膵頭十二指腸切除、W-ED tube、膵癌、術前化学放射線療法、腹腔鏡下手術

https://hachioji-surg.jp/index.html

分野紹介

私たちの分野では、消化器領域の悪性・良性疾患に対して、高難度から低侵襲まで個々の症例に応じた外科治療を提供しており、生体肝移植などの先進的な医療にも挑戦しています。従って、消化器癌に対する個別化治療の確立と、合併症の軽減に対する臨床研究に取り組むとと
もに、肝移植成績向上に向けた手術手技の開発や免疫の制御などの研究も行っています。また、血管新生を制御するHOXB9の消化器癌、特に膵癌や肝癌における役割の解明と治療応用を目指した基礎的研究なども行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー

生体肝移植、抗体関連拒絶、大腿静脈グラフト、高齢者評価指標、サルコペニア、転移性肝癌
大腸癌、Virtual reality、急性腹症、直腸癌、腹腔鏡下手術、ロボット手術
HOXB9、メタボローム、肝門部胆管癌、腹腔鏡下肝切除、ALPPS、内臓脂肪
食道癌、胃癌、鏡視下手術、化学療法、放射線増感効果
大腸癌、鏡視下手術、化学療法、miR-92a

https://researchmap.jp/read0115020/
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/Page/Shinryou/Ippan/ShoukakiGeka/index
https://hachioji-surg.jp/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 山本　謙吾
教授 西田　淳
准教授 宍戸　孝明
准教授 遠藤　健司
准教授 正岡　利紀
講師 小山　尊士
講師 立岩　俊之
講師 石田　常仁

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 後藤　浩 https://researchmap.jp/read0064863
教授 若林　美宏
准教授 丸山　勝彦
講師 臼井　嘉彦 https://researchmap.jp/usuyoshi
講師 馬詰　和比古 https://researchmap.jp/kazu-uma/
助教 山川　直之 https://researchmap.jp/N.Yamakawa/
助教 成松　明知
助教 嶺崎　輝海
助教・大学院生 坪田　欣也 https://researchmap.jp/TMU
助教・大学院生 馬場　良
助教・大学院生 禰津　直也
助教・大学院生 清水　広之

整形外科学分野

研究テーマ

１．人工関節摺動面の微細構造・物性評価　　　６．人工関節周囲組織およびリウマチ滑膜の骨破壊機序の解明
２．脊柱靭帯骨化機序の解明　　　　　　　　　７．椎間板性腰痛における椎間板変性と神経侵入に対する各種薬剤の効果
３．関節軟骨の変性機序の解明と軟骨修復　　　８．電磁場刺激による幹細胞の骨分化促進効果
４．特発性大腿骨頭壊死症の解明　　　　　　　９．ラマン分光分析法を用いた軟部組織変性機序の解明
５．骨軟部腫瘍の病態と治療　　　　　　　　１０．手指屈筋腱のバイオメカニクス

足部変形、関節リウマチ足部変形、足部骨軟部腫瘍
人工関節摺動面、人工関節周囲感染、人工関節静脈血栓塞栓症、特発性大腿骨頭壊死症
人工関節合併症、人工関節摺動面、人工関節後脊椎アライメント

眼科学分野

研究テーマ

眼炎症・眼免疫
眼腫瘍の病理組織・分子病理学的解析
動物モデルによる角膜感染症および網膜硝子体疾患の解析
眼組織、眼内液および血液サンプルを用いたオミックス解析
人工知能、バイオインフォマティックス

分野紹介

当科では脊椎、関節、スポーツ、外傷、腫瘍の各分野のスタッフが、骨・関節バイオマテリアル研究寄付講座の研究者と協力し、基礎から臨床まで幅広い研究を行っております。主な研究としては、変形性関節症、関節リウマチおよび慢性腰痛等の発症、病態の解明を目指し、ヒ
ト由来の細胞および組織を用いて病態関連因子を分子生物学的手法により解析することや、顕微ラマン分光分析器を用いた分子・結晶レベルの物理学的手法によるインプラントの材質評価および軟骨変性の発生機序の解明などを中心とし、上記テーマに取り組んでおります。

研究キーワード・技術など

メンバー

人工関節バイオマテリアル、下肢バイオメカニクス、特発性大腿骨頭壊死症、脊柱靭帯骨化機序の解明
手指屈筋腱損傷、屈筋腱損傷のバイオメカニクス、腱の形態評価、骨軟部腫瘍の診断、骨軟部腫瘍切除後の機能再建
人工関節バイオマテリアル、変形性股関節症の病態解明、バイオメカニクス、骨形態計測
脊柱変形、脊柱靭帯骨化、神経・筋生理、疼痛、電気生理学、動作解析、骨代謝
人工関節バイオメカニクス、物理刺激に伴う骨軟骨修復

網膜硝子体疾患、メタボロミクス、代謝物、機械学習、多変量解析、腫瘍代謝、バイオマーカー

ぶどう膜炎、白内障・眼内レンズ、動物実験：サイトカイン測定、ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR、免疫組織染色、ELISA、NGSなど
角膜疾患の診断・治療、マウス細菌性角膜炎モデルとリンパ管・血管新生、PCR、ELISA
角膜疾患の診断・治療、TS1による角膜障害、涙道閉塞、涙道内視鏡
ぶどう膜炎、腫瘍免疫、腫瘍マウスモデル、FACs、ELISA、PCR、Westernblloting、CHIP assay
網膜・黄斑疾患の診断・治療、感染性眼内炎、感染性眼内炎ウサギモデルの作成
緑内障の診断・治療、サイトカイン、miRNA、機械学習

https://team.tokyo-med.ac.jp/ganka/index.html

分野紹介

我々は、従来から角膜、緑内障、網膜、ぶどう膜炎、眼腫瘍、神経眼科など専門性の高い医療を幅広く行っております。基礎研究の成果を眼科における臨床医学へ橋渡しをするトランスレーショナルリサーチを発展させ、様々な専門分野でより高度で良質な医療を提供することを
目標としております。近年では、ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム解析といった一連のオミックス解析を展開し、病態解明と新規治療法の開発に取り組んでいます。眼科学の発展には、臨床と研究の双方向性の作用が重要であると考え、研究的視点を
持った臨床医・臨床研究者・生命科学研究者の育成に力を入れています。

研究キーワード・技術など

メンバー

眼炎症、ぶどう膜網膜炎、眼腫瘍学、眼病理学
網膜硝子体疾患、網膜疾患の手術療法、抗VEGF療法
緑内障の診断、緑内障薬物療法、緑内障手術療法、緑内障患者のquality of vision
ぶどう膜炎、炎症性眼疾患と眼腫瘍の分子生物学的解析、人工知能、網膜血管新生解析、眼内液と血液のオミックス解析
網膜硝子体疾患、眼内増殖性疾患の病態解明と抑制、眼感染症と硝子体の関連、網膜硝子体手術

https://researchmap.jp/read0064863
https://researchmap.jp/usuyoshi
https://researchmap.jp/kazu-uma/
https://researchmap.jp/N.Yamakawa/
https://researchmap.jp/TMU
https://team.tokyo-med.ac.jp/ganka/index.html


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 大野　芳正 https://researchmap.jp/tmuuro
教授 並木　一典
講師 佐竹　直哉
講師 橋本　剛
助教 下平　憲治
助教 石田　卓
助教 鴨田　直博
助教 徳山　尚斗

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 塚原　清彰
教授 河野　淳
教授 大塚　康司
臨床准教授 清水　顕
准教授 稲垣　太郎
准教授 岡本　伊作
講師 本橋　玲
講師 矢富　正徳
講師 太田　陽子
講師 白井　杏湖
助教 岡田　拓朗

泌尿器科学分野

研究テーマ

泌尿器科癌における人工知能を用いた予後予測に関する研究
泌尿器科癌における各種臨床病理学因子と予後に関する研究
ロボット支援手術における手術手技の開発
泌尿器科癌における免疫療法に関する研究
腎細胞癌と脂肪酸関連物質の解析

音声：声帯運動障害、痙攣性発声障害、吃音、喉頭3DCT
睡眠時無呼吸：小児及び成人の睡眠時無呼吸症候群
https://team.tokyo-med.ac.jp/jibi/index.html

分野紹介

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野は非常に多岐にわたる分野ですが、各分野で臨床に即した研究を行っています。頭頸部癌は細胞免疫について基礎研究や免疫療法、免疫組織などの多施設共同研究を多数行っています。耳科・聴覚班は耳科手術のQOL、難聴の遺伝学的検査、人工内
耳装用児の言語・社会性発達や療育方法などに関して多施設共同研究を行っています。鼻分野ではアレルギーに関わる疾患とその治療について、めまいでは前庭機能や耳石の基礎実験などを行っています。音声は発声障害のメカニズムや脳機能について、また声帯運動障害につい
て3DCTを用いた研究をしています。睡眠時無呼吸は小児・成人無呼吸症候群について研究しています。

研究キーワード・技術など

尿路結石、前立腺肥大症
前立腺癌
泌尿器病理、人工知能

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

研究テーマ

頭頸部癌：免疫療法、経口的ロボット支援手術、耳下腺癌免疫組織、細胞免疫、アニマルラボによる手術手技トレーニング
聴覚：人工内耳装用児の発達・療育方法、人工内耳装用効果、難聴の遺伝子解析
中耳：中耳手術の術式、耳科手術のQOL・聴力予後
鼻副鼻腔・アレルギー：好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎
めまい：前庭機能、半規管、耳石

https://team.tokyo-med.ac.jp/hinyo/

分野紹介

当分野は前立腺癌おけるロボット支援手術を数多く行っており、これまでに2500件以上の手術を行ってきております。またその他の泌尿器科癌治療も数多く行っております。これらの豊富な臨床データを元に予後因子解析等を精力的に行うとともに、最近では人工知能を用いた病
理組織検体の解析を開始しております。また腎癌、前立腺癌細胞を用いた浸潤、転移に関する基礎研究も行っております。

研究キーワード・技術など

メンバー

前立腺癌、腎細胞癌、尿路上皮癌、ロボット支援手術手技、
腎細胞癌、ロボット支援手術、泌尿器内視鏡
尿路上皮癌、前立腺癌
前立腺癌、尿路上皮癌、泌尿器画像、化学療法
泌尿器病理、去勢抵抗性前立腺癌

先天性難聴、人工内耳、難聴遺伝子解析、言語発達、社会発達
頭頸部癌、免疫療法、化学療法、分子標的薬、頭頸部再建手術、サージカルトレーニング

メンバー

頭頸部癌、免疫療法、化学療法、分子標的薬、TORS、経口的ロボット支援手術、頭頸部再建手術
人工内耳、補聴器、聴覚障害、耳科手術
好酸球性副鼻腔炎、鼻科手術、アレルギー性鼻炎、めまい、前庭
TORS、経口的ロボット支援手術、内鏡視下咽喉頭悪性腫瘍手術、耳下腺癌、導管癌
めまい、前庭、中耳手術、術後聴力
頭頸部癌、免疫療法、化学療法、分子標的薬、頭頸部再建手術、サージカルトレーニング
声帯麻痺、披裂軟骨脱臼、痙攣性発声障害、吃音、fMRI、3DCT、発声障害、音声外科
睡眠時無呼吸症候群、好酸球性副鼻腔炎、鼻科手術、アレルギー性鼻炎
難聴、人工内耳、難聴遺伝子解析

https://researchmap.jp/tmuuro
https://team.tokyo-med.ac.jp/jibi/index.html
https://team.tokyo-med.ac.jp/hinyo/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 西　洋孝 https://researchmap.jp/nishih/
教授 久慈　直昭
准教授 加藤　一喜
講師 伊東　宏絵
講師 佐々木　徹
助教 野平　知良
助教 長嶋　武雄
助教 小島　淳哉
助教 小野　理貴
助教 吉田　梨恵
助教 上野　啓子
助教 山中　善太
助教 河村　ともみ
助教 秋津　憲佑
助教 吉益　怜
助教 堺　洋佑
助教 小柳　美里都
助教 藤森　浩司
助教 鈴木　知生

北水　万里子
濱田　千代

産科婦人科学分野

研究テーマ

胎盤のトロホブラストの浸潤メカニズム解析
婦人科癌の浸潤メカニズム解析
婦人科癌の新規腫瘍マーカーの開発
婦人科手術の改良と新規術式の開発
胚培養技術の改良

婦人科腫瘍学、ロボット支援下手術
女性ヘルスケア、骨盤臓器脱
低侵襲手術、生殖補助医療
婦人科腫瘍学、低侵襲手術
子宮内膜症、周産期医学
女性ヘルスケア、生殖補助医療

周産期医学、医学教育学
婦人科腫瘍学、骨盤臓器脱
胎盤学、iPS細胞を用いたトロホブラストの分化メカニズム解析
子宮内膜症、婦人科腫瘍学
子宮鏡、周産期医学
生殖補助医療、体外受精児の長期予後解析

https://tokyoidaisanfu.jp

分野紹介

腫瘍学、周産期医学、生殖医学、女性医学の４分野それぞれにおいてさまざまな研究テーマが存在し、本学アカデミアの発展の一翼を担うべく世界に誇れる研究を行っています。特に婦人科癌の早期診断のために血清中のmiRNA発現解析、iPS細胞を用いた胎盤再生とトロホブラ
ストの浸潤メカニズム解析については、先端的な研究業績を上げ、その成果を実臨床に繋げつつあります。また、低侵襲手術を初めてとしたさまざまな手術手技の改良開発を行っており、その成果が徐々に実を結びつつあり、胚培養技術においては、培養液の組成研究でより良い
受精卵の獲得ができるようになってきています。

研究キーワード・技術など

メンバー

婦人科腫瘍学、胎盤学
生殖補助医療、初期胚培養環境
婦人科腫瘍学、婦人科癌手術
低侵襲手術の改良、ロボット支援下手術
婦人科腫瘍学、トランスクリプトーム解析

子宮内膜症、婦人科腫瘍学
周産期医学、妊娠糖尿病
生殖補助医療、初期胚培養環境
生殖補助医療、初期胚培養環境

about:blank
about:blank


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
主任教授 内野　博之
特任教授 大瀬戸　清茂
特任教授 田上　正
教授 今泉　均
教授 中澤　弘一
臨床准教授 荻原　幸彦
講師 福井　秀公
臨床講師 柿沼　孝泰
講師 関根　秀介
助教 濵田　隆太
助教 沖田　綾乃
講師 石田　裕介
助教 齊木　巌
病院助教 魚島　直美
助教 長島　史明
助教 崔　英姫
助教 倉地　聡子
助教 鈴木　直樹
助教 山田　梨香子
助教 小野　亜矢
助教 小平　亜美
助教 岡田　寿郎
助教 小林　賢礼
助教 柴田　勝一郎

研究キーワード・技術など

メンバー

敗血症性脳症、虚血性脳症、脳保護戦略、グルタチオン、エダラボン、神経ブロック
慢性疼痛、神経ブロック
緩和医療、臨床麻酔、敗血症性肝障害、臓器保護戦略
HMG-B1、サイトカイン、臓器保護戦略
経肺圧、人工呼吸器、肺保護戦略
医療安全、臨床麻酔
慢性疼痛、神経ブロック
臨床モニター、アラーム

５．様々な手術術式、人工呼吸器設定と酸素化予備能との連関解析
６．慢性疼痛の発症メカニズム解析
７．神経ブロック時の薬液拡散の解析
https://team.tokyo-med.ac.jp/masui/index.html

分野紹介

私たちの分野では、主に敗血症性脳症や虚血性脳症の発症メカニズムについて調べています。スウェーデン・ルンド大学と共同で「敗血症」、「虚血性脳神経細胞死」などの病態とミトコンドリア機能不全の連関について研究を行っています。また、これらの研究を基盤として
「敗血症脳症におけるミトコンドリア機能解析への応用」や、「血小板ミトコンドリア機能に及ぼす全身麻酔の影響」についての研究も進めています。さらに、麻酔薬の神経毒性のメカニズム、敗血症脳症における脳障害のメカニズム、トランスポーターの役割解析や多臓器障害
のメカニズム解析を行い、臨床へ還元するトランスレーショナル研究を目指しています。

麻酔科学分野

研究テーマ

１．敗血性脳症のメカニズム解析
２．虚血性脳症のメカニズム解析
３．経肺圧測定による人工呼吸器設定解析
４．外耳道圧における中心静脈圧との連関解析

経肺圧、人工呼吸器、肺保護戦略
コリントランスポーター、神経ブロック
敗血症性脳症、脳保護戦略、グルタチオン、GSH
敗血症性脳症、脳保護戦略、グルタチオン、GSH、シノビオリン、Nrf-2

コリントランスポーター、虚血性脳症
酸素化予備能、神経ブロック
緩和医療
小児麻酔、酸素化予備能
ベルトロッチ、酸素化予備能、神経ブロック
酸素化予備能

虚血性脳症、脳波モニター、脳保護戦略、敗血症
慢性疼痛、神経ブロック
臨床麻酔
敗血症性脳症、脳保護戦略、キヌレニン、シノビオリン、神経ブロック
コリントランスポーター、臓器保護戦略、敗血症
敗血症性脳症、脳保護戦略、エダラボン

https://team.tokyo-med.ac.jp/masui/index.html


分野

URL

氏名 Researchmap
主任教授 松村　一
講師 小宮　貴子
講師 井田　由紀子
客員研究員 鈴木　知佳

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
メンバー 講師 松本　知沙 https://researchmap.jp/chisamatsumoto1219/?lang=japanese

形成外科学分野

研究テーマ

1．皮膚系の再生医療
2．脂肪移植
3．ハイドロゲルを用いた組織再建
4．創傷治癒と微小循環

健診部　健診予防医学センター

研究テーマ

生活習慣病とその危険因子に関する研究
認知症、フレイル、ロコモティブシンドロームとその危険因子に関する研究
動脈硬化性疾患（血管機能）に関する研究

5．肥厚性瘢痕、ケロイドの病態と治療

分野紹介

形成外科学分野では、皮膚軟部組織の再建外科、創傷治癒とその異常に関して、広く研究をしています。１）形成外科領域では、再生医療が臨床にとりれられており、治験の段階にあるものも多くあります。２）創傷治癒には微小循環が非常に大きな役割を果たし、微小循環を改
善することでより良い創傷治癒を目指す研究を行っています。３）創傷治癒が正常でない病態の代表が肥厚性瘢痕ケロイドであります、これはには持続的な炎症の関与大きいため、それらの治療法候補薬の探索を行っています。４）体表面の形状の修正のために、効率の良い脂肪
移植やハイドロゲルを用いた方法を模索しています。

研究キーワード・技術など

メンバー

再生医療、肥厚性瘢痕、ケロイド、創傷治癒
脂肪移植
創傷治癒、微小循環
脂肪移植、ハイドロゲル

https://kenshin-yobou.jp/ikadai/

分野紹介

健診予防医学センターでは、“予防医学”をテーマに各種生活習慣病や、超高齢化社会の到来で注目されている健康寿命を害する因子である認知症やフレイルなどに関する疫学研究を行っています。

研究キーワード・技術など
循環器疫学、予防医学、高血圧、血管機能、認知症、フレイル



系
領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
教授 善本　隆之
講師 溝口　出

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
講師 藤田　英俊

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
教授 落谷　孝広 https://researchmap.jp/read0004040
講師（特任） 吉岡　祐亮 https://researchmap.jp/yoshioka_yusuke/
助教（特任） 木暮　暁子
兼任助教 安部　麻紀

https://www.tokyo-med-ims.com/組織/免疫制御研究部門/

分野紹介

本研究室では、主に、サイトカインによる「再生・がん・免疫」の制御について研究を行っています。炎症性疾患や自己免疫性疾患、アレルギー、がんなどの各種の疾患モデルマウスや遺伝子操作マウス、ヒトiPS細胞、造血幹細胞などを用いて、IL-6/IL-12ファミリーなどのサイ
トカインによる免疫制御における役割や作用機序、生理的条件下in vivoでの役割や病態発症への関与、治療法の開発のみならず、新規サイトカインの同定や新しい役割や機能の解明についても研究しています。博士・修士・卒論の学生指導や学内外の基礎・臨床のアカデミアや企
業、ベンチャーとの共同研究も、たくさん行っております。末梢血のFACS解析などもご相談にのります。

研究キーワード・技術など

メンバー
サイトカイン、自己免疫・炎症性疾患、がん免疫、ワクチン、再生医療、iPS・幹細胞、動物実験代替法
サイトカイン、自己免疫・炎症性疾患、がん免疫、ワクチン、再生医療、iPS・幹細胞、動物実験代替法

研究部門　基盤研究領域
免疫制御研究部門

研究テーマ

新しいサイトカインの同定と新しい機能の解明
自己免疫・炎症性疾患・アレルギーの作用機序の解明と人為的制御法の開発
抗腫瘍免疫やワクチンの増強方法の開発
iPS・幹細胞の機能解明と治療効果の増強方法の開発
アレルギー感作性や免疫毒性をin vitroで評価する動物実験代替法の開発

医学総合研究所

分子細胞治療研究部門

研究テーマ

1．エクソソームによるがん悪性化機構の解明と治療応用
2．エクソソームを利用したリキッドバイオプシーの開発
3．自律神経によるがん悪性化のメカニズム解明
4．リプログラミング技術による肝臓再生

https://www.tokyo-med-ims.com/%E7%B5%84%E7%B9%94/%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%99%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%83%A8%E9%96%80/

分野紹介

私たちの分野では、小胞体ストレス、特に、小胞体ストレス応答である UPR や小胞体関連分解（ERAD）の生体における機能について研究を行っています。運動機能やエネルギー代謝において重要な器官・組織・細胞に注目しています。私たちは、この UPR や ERAD の分子メカ
ニズムやその破綻による疾患との関わりについて、胎生期から成体期までを視野に入れて、広範囲に研究しています。

研究キーワード・技術など

メンバー
小胞体ストレス、転写制御、タンパク質分解

運動器科学研究部門、未来医科学研究寄附講座

研究テーマ

筋における小胞体ストレス応答とその破綻
脂肪組織における小胞体ストレス応答とその破綻
神経細胞における小胞体ストレス応答とその破綻
膵臓における小胞体ストレス応答とその破綻
小胞体ストレス応答機構

http://tokyo-med-mcm.jp

分野紹介

分子細胞治療研究部門のミッションは、がんを始めとした様々な疾患の新しい診断法や治療法の確立を目的とした基礎研究の推進です。本分野のキーワードは、核酸医薬、生体イメージング、ステム細胞、再生医療、細胞工学、分子腫瘍学であり、これらの領域で蓄積した経験を
基礎に、常に新しい分野の開拓にチャレンジしております。具体的には、エクソソームが内包するマイクロRNAによるがんの転移メカニズムの解明と診断への応用、そしてエクソソームを標的とした新規治療法の開発はこれからの新しい研究分野であると考えています。がんに限
らず、様々な疾患の進展にエクソソームの役割がこれまで解明されていることから、これらの疾患にも我々が開発するエクソソームを標的とした診断法や治療法が利用できるように研究・開発に取り組んでいます。

研究キーワード・技術など

メンバー

エクソソーム、microRNA、がん細胞、リキッドバイオプシー 、エクソソーム解析、腫瘍生物学、自律神経、肝臓再生
エクソソーム、microRNA、がん細胞、リキッドバイオプシー 、エクソソーム解析、腫瘍生物学
エクソソーム、がんの転移、マイクロRNA解析、がんの診断マーカー
分子腫瘍学、再生医療、細胞工学

https://researchmap.jp/yoshioka_yusuke/
https://www.tokyo-med-ims.com/%E7%B5%84%E7%B9%94/%E5%85%8D%E7%96%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%83%A8%E9%96%80/
https://www.tokyo-med-ims.com/%E7%B5%84%E7%B9%94/%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%99%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%83%A8%E9%96%80/


分野

URL

職位 氏名 Researchmap
兼任教授 西本　憲弘 https://researchmap.jp/nishimoto-n
兼任講師 村上　美帆 https://researchmap.jp/murakami-m

領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
メンバー 教授 稲津　正人 https://researchmap.jp/read0052121/

領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
メンバー 准教授 佐藤永一

https://www.tokyo-med-ims.com/組織/難病分子制御学部門/

分野紹介

関節リウマチや全身性エリテマトーデスをはじめとする自己免疫疾患の病態と発症メカニズムを、DNAマイクロアレイと最新のバイオインフォマティクス解析ツールを用いて明らかにし、新たな治療標的分子の同定や診断法の確立を目指しています。また、患者の臨床データベー
スを構築し、臨床研究に役立てることを目指しています。関節リウマチでは、骨髄における免疫機能の異常亢進ならびに骨髄単球系細胞の分化異常を明らかにしました。現在、関節リウマチ患者特異的iPS細胞を作製し、単球系細胞や破骨細胞への分化異常の検証をしております。
当部門は、大阪のほぼ中心に位置する心斎橋に学外研究室を構えています。大阪リウマチ・膠原病クリニックに併設されており、臨床研究を行うには最適な環境にあります。ベンチャー企業であるメドックリサーチ株式会社と受託研究契約を締結し、同社のスタッフと共同にて研
究を行っています。

研究キーワード・技術など

メンバー
関節リウマチ、膠原病、iPS細胞、破骨細胞、インターロイキン6阻害薬治療、脊椎関節炎、キャッスルマン病
関節リウマチ、脊椎関節炎、サイトカイン、リンパ球、iPS細胞、遺伝子治療、アデノウイルスベクター、キャッスルマン病

難病分子制御学部門

研究テーマ

関節リウマチ特異的iPS細胞を用いた骨髄間葉系細胞の分化と機能異常の解明
関節リウマチ患者の病態における造血幹細胞から単球への分化過程でのGM-CSFの影響に関する研究
DNAマイクロアレイを用いた関節リウマチの病態解析と診断法の確立
脊椎関節炎の病態のメカニズムの解析に関する臨床的研究
乾癬性関節炎におけるリンパ球機能とサイトカインプロファイルの解析

病理・画像部門

研究テーマ

蛍光マルチプレックス免疫組織化学による組織構造の解析

分野紹介

新規医療技術の開発を通じて社会に貢献することを目指し、基礎および臨床研究を企業との共同研究として進める上で生じる様々な課題の解決を研究者の視点に立って支援している。学内の有望な研究シーズを製薬企業や医療機器メーカーとの共同研究開発という形でインキュ
ベートして産業化に結びつけるトランスレーショナルリサーチを推進し、医薬品や医療機器等を事業化する産業界とのマッチングなどの産学連携のサポートを行っている。また、我々自身も医薬品開発に関する基礎研究を実施し、コリントランスポーターを標的とする新規の治療
メカニズムを有する医薬品開発を進めている。

研究キーワード・技術など
トランスポーター、コリン、グリア、がん、AMEDぷらっと

共同利用研究部門　西新宿キャンパス共同研究センター

研究部門　シンクタンク機構
知的財産探索・技術移転（ＴＲ）部門

研究テーマ

1．日本医療研究開発機構（AMED）の「AMEDぷらっと」®への登録とシーズ公開
2．コリン代謝系を標的とした抗腫瘍活性を有する植物由来天然有機化合物の探索
3．ミクログリアにおけるコリントランスポーターの機能解析
4．Tripartite synapseにおけるコリントランスポーターの機能解析
5．ヒト不死化肝細胞株Fa2N-4細胞におけるコリントランスポーターの機能解析

https://www.tokyo-med-ims.com/

分野紹介

主に蛍光マルチプレックス免疫組織化学を用いて人体組織の構築を解析している．悪性腫瘍と自己免疫疾患を対象として，局所免疫反応の表現型を数理学的に解析するアルゴリズムを開発し，バイオマーカーを探索している．

研究キーワード・技術など
悪性腫瘍，自己免疫疾患，mIHC

https://researchmap.jp/read0052121/
https://www.tokyo-med-ims.com/


領域
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
准教授 石橋　英俊 https://researchmap.jp/read0076020/
助教 熊谷　勝義 https://researchmap.jp/k-kuma

分野

URL

職位 氏名 Researchmap
メンバー 教授 杉本昌弘 https://researchmap.jp/read0137279

系
分野

URL

職位 氏名 Researchmap
特任教授 半田　宏 hhanda.bead
准教授 伊藤　拓水 read0155128
准教授 浅川　和秀
助教 朝妻　知子 tomasatsuma

研究キーワード・技術など

メンバー
ストレス、自律神経、麻酔法、卵巣の凍結保存
遺伝子改変動物の作製・開発、子宮頸発症の解明、機能的膵β細胞の樹立

疾患モデル研究センター

研究テーマ

1．ヒトの病態を模した各種疾患モデル動物の作出と解析
2．子宮頸癌発症のメカニズム解明および予防策の開発
3．実験動物対象の新規麻酔法の確立

共同利用研究部門　新宿キャンパス共同研究センター

低侵襲医療開発総合センター

研究テーマ

メタボローム解析の高感度化、高範囲化
手術検体や低侵襲検体のメタボローム解析
AIを利用した臨床情報の解析
生体現象の数理モデル化とシミュレーション

分野紹介

http://www.tokyo-med.ac.jp/nanoparticle/

分野紹介

私たちの分野は、独自に開発した磁性アフィニティナノ粒子(FGビーズ）を用いて単離・同定した薬剤や生理活性物質の標的因子の解析を行っています。低分子化合物を用いて標的因子を明らかにするだけでなく、その因子の機能も解明することは、新薬開発だけでなく新たな生命
現象解明への道を切り開くことが実現可能です。このような私たちのケミカルバイオロジーと呼ばれます。我たちは生化学や分子生物学、ゼブラフィッシュ発生学の知識を基盤として、深刻な催奇性を有することで知られるサリドマイドや誘導体の標的であるセレブロンを世界に
先駆けて明らかにし、世界的にも評価されています。

研究キーワード・技術など

メンバー

生化学、分子生物学、ウイルス学、ケミカルバイオロジー、FGビーズ
生化学、分子生物学、ケミカルバイオロジー、ユビキチンバイオロジー、FGビーズ
神経変性疾患、ALS、RNA代謝、光遺伝学、ゼブラフィッシュ
生化学、分子生物学、ケミカルバイオロジー、ユビキチンバイオロジー、質量分析

ケミカルバイオロジー講座

研究テーマ

1．サリドマイドおよび誘導体の分子機構の解析
2．生理活性物質の標的因子探索および機能解析
3．新規サリドマイド誘導体の開発
4．HDAC阻害剤の作用機構の解析
5．ゼブラフィッシュを用いたセレブロンの発生学的解析

https://www.mip.tokyo-med.ac.jp/

分野紹介

低侵襲医療開発総合センターでは質量分析装置を用いた代謝物分析（メタボローム解析）、A.I.などの情報工学を利用した、様々な新しい疾患検査マーカーの探索や、分子レベルのメカニズムレベルの解明に取り組んでいます。様々な分子の網羅的解析（マルチ・オミックス解析）
や生体内の物理的・化学的現象の数理モデル化やシミュレーションなども取り組んでいます。

研究キーワード・技術など
メタボロミクス、バイインフォマティクス、A.I.

産学連携講座

本分野は研究室として研究を遂行すると共に同名の疾患モデル研究センターという共同研究施設の管理運営も担っていることもあり、発生工学的技術や生殖器に関連した研究、病態モデル動物の作出、ストレスの少ない麻酔法の開発などの研究を進めている。

https://researchmap.jp/read0076020/
https://researchmap.jp/k-kuma
https://researchmap.jp/read0137279
http://www.tokyo-med.ac.jp/nanoparticle/
https://www.mip.tokyo-med.ac.jp/
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