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国内連携大学院 一覧

大学院名 講座・部門等 氏名 役職

前田 瑞夫 客員教授
有馬　孝尚 教授
大谷　義近 教授
深井 朋樹 客員教授
有田 亮太郎 客員教授
泰地　真弘人 客員教授
ZHANG Kam 客員准教授
間 陽子 客員教授
岩崎 信太郎 客員准教授

岩崎　雅彦 特定教授
田原　太平 特定教授
肥山　詠美子 特任准教授

工学院 電気電子系 石橋　幸治 特定教授
早澤　紀彦 特定准教授
阿部 英喜 特任教授
金 有洙 特定教授
侯 召民 特定教授
坂本　康治 特定准教授
田中　拓男 特任教授
岩佐 義宏  特定教授
BISRI Ｓａｔｒｉａ 特定准教授
伊藤　嘉浩 特定教授
木川　隆則 特定教授
本間　光貴 特定准教授

田中 元雅 連携教授
渡辺　信元 連携教授
谷内　一郎 連携教授
袖岡 幹子 連携教授
田中 克典 連携教授

松井 南 客員教授
関 原明 客員教授
持田　恵一 客員准教授

長田 裕之 連携教授
今本 尚子 連携教授
鈴木 匡 連携教授
堂前 直 連携教授
吉田 稔 連携教授
眞貝 洋一 連携教授
宮武 秀行 連携准教授
侯 召民 連携教授
上口 賢 連携准教授
川本　益揮 連携准教授
田原 太平 連携教授
加藤 礼三 連携教授
袖岡 幹子 連携教授
金 有洙 連携教授
山田 陽一 連携教授
田中 拓男 連携教授
田中 克典 連携教授
村中 厚哉 連携准教授
緑川 克美 連携教授
平山 秀樹 連携教授
青山 哲也 連携准教授
大野 圭司 連携准教授
山口 智弘 連携准教授

人間支援・生産科学（生産科学） 大森 整 連携教授
上坂 友洋 連携教授
望月 優子 連携教授
仁尾 真紀子 連携准教授

理学院 物理学系

物質理工学院

材料系

応用化学系

東京大学大学院

物質系専攻

複雑理工学専攻

東京工業大学大学院

新領域創成科学研究科

メディカル情報生命専攻

情報工学系

東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科 生命理工学系（理研生体分子制御学）

横浜市立大学

情報理工学院

生命ナノシステム科学研究科 ゲノムシステム科学専攻

埼玉大学大学院

理工学研究科

生命科学（分子生物学）

生命科学（生態制御学）

物質科学（物質基礎）

物質科学（物質機能）

数理電子情報（電気電子システム）

連携先端研究



山川 和弘 連携教授
下郡 智美 連携教授
内匠 透 連携教授
合田 裕紀子 連携教授
田中 元雅 連携教授
村山 正宜 連携准教授

林 茂生 客員教授
倉谷 滋 客員教授
工樂 樹洋 客員教授
中嶋 隆人 客員教授
森本 充 客員准教授
辻　孝 客員教授
平谷 伊智朗 客員准教授
ユ サガン 客員准教授
宮道　和成 客員准教授

小林 正智 客員教授
阿部 訓也 客員教授
小倉 淳郎 客員教授
井上 貴美子 客員准教授

人間総合科学研究科 生命システム医学専攻 中村 幸夫 客員教授
数理物質科学研究科 物理学専攻 西村　俊二 客員准教授

延與 秀人 招へい教授
林 文晶 招へい教授
北島 智也 招へい教授
渡邊 功雄 招へい教授
猪股　秀彦 招へい准教授
柳田 敏雄 特任教授
上田 昌宏 特任教授
神 隆 招へい教授
岡田 康志 招へい教授
泰地 真弘人 招へい教授
杉田 有治 招へい教授
古澤 力 招へい教授
谷内 一郎 招へい教授
木川　隆則 招へい教授
柴田 達夫 招へい教授
岩根　敦子 招へい教授
WANG Yu-Chiun招へい教授
上田 泰己 招へい教授
濱田 博司 招へい教授
清水 義宏 招へい准教授
岩城 光宏 招へい准教授
森下 喜弘 招へい准教授
渡邉 朋信 招へい准教授
大浪 修一 招へい准教授
谷口 雄一 招へい准教授
高橋 恒一 招へい准教授
田中 陽 招へい准教授
隅山　健太 招へい准教授
城口 克之 招へい准教授
松崎 文雄 招へい教授
藤原 裕展 招へい教授
木村 航 招へい准教授
池川 志郎 招へい教授
田中  貴志 招へい教授

西田　栄介 客員教授
森本　充 客員准教授
松崎 文雄 客員教授
北島　智也 客員准教授
高里　実 客員准教授

京都大学大学院

神戸大学大学院

理学研究科

大阪大学大学院

理学研究科核物理研究センター

理工学研究科

総合研究機構・脳科学融合研究センター（脳科学）

医学研究科

生命科学研究科

生物学専攻・連携講座（発生生物学）

医学研究科

筑波大学

生命環境科学研究科
生物科学専攻

生物機能科学専攻

生命機能研究科

医学研究科
発生再生医学講座

免疫アレルギー医学


