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中山 俊憲 医学研究院 免疫学担当、コーディネーター

斎藤 哲一郎 医学研究院 神経科学担当、クラスター長

清野 宏 医学研究院、UC San Diego 粘膜免疫学担当、UC San Diego教育統括

中島 裕史 医学研究院 臨床免疫学担当、UC San Diego連携教育主任

三木 隆司 医学研究院 代謝生理学担当

本橋 新一郎 医学研究院 免疫細胞医学担当、トロント大学連携教育主任

金田 篤志 医学研究院 分子腫瘍学担当、USC連携教育主任

武居 昌宏 工学研究院 生物流体工学担当

劉 浩 工学研究院 生物工学担当

眞鍋 一郎 医学研究院 長寿医学担当

横手 幸太郎 医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学担当

松宮 護郎 医学研究院 心臓血管外科学担当

加藤 直也 医学研究院 消化器内科学担当

淺沼 克彦 医学研究院 腎臓内科学担当

木村 元子 医学研究院 UC San Diego連携教育担当

辻 比呂志 放医研 放医研連携教育主任

関 信男 シスメックス CITICO治療学主任

小見 和也 みらか中央研究所 CITICO治療学担当

David Brenner UC San Diego CITIP治療学担当

Stephen Hedrick UC San Diego CITIP治療学担当

石橋 正己 薬学研究院 天然物薬学担当、クラスター長

伊藤 素行 薬学研究院 生物発生創薬担当

森部　久仁一 薬学研究院 製剤工学担当

秋田 英万 薬学研究院 生体内デリバリー薬剤学担当

川島 博人 薬学研究院 糖鎖免疫学担当

伊藤 晃成 薬学研究院 薬物動態学担当

田村 裕 医学研究院 生命情報科学担当

笹川 千尋 真菌医学研究センター 病原微生物学担当

米山 光俊 真菌医学研究センター ウイルス制御学担当、シャリテ医科大学教育主任

石川 文彦 理研IMS 理研連携教育担当

一川 隆史 武田薬品工業 CITICO創薬学主任

河野 剛志 ベーリンガーインゲルハイム CITICO創薬学担当

榎本 宏之 日本イーライリリー CITICO創薬学担当

Steven Ziegler 米国ベナロヤ研究所(BRI) CITIP BRI実習主任

Omid Akbari 南カリフォルニア大学(USC) CITIP USC教育統括

羽石 秀昭 フロンティア医工学センター 医工画像解析担当、クラスター長

兪 文偉 フロンティア医工学センター 医工学担当

池原 譲 医学研究院 プラズマ治療学担当、産総研連携教育主任

大鳥 精司 医学研究院 整形外科学担当

山田 滋 放医研 放医研連携教育担当

榊田 創 産総研 産総研連携教育担当

藤沼 賢 オリンパス CITICO医療工学主任

的場 亮 DNAチップ研究所 CITICO医療工学担当

Naoto Hirano トロント大学 CITIPトロント大学教育統括

革新医療創生CHIBA卓越大学院クラスター

革新治療学クラスター

革新医療創薬学クラスター

革新医療工学クラスター
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村田 武士 理学研究院 分子構造解析担当、クラスター長

幡野 雅彦 医学研究院 胚発生医学担当

小原 收 かずさDNA研究所 革新医療分子生物学担当

味戸 慶一 Meiji Seika ファルマ CITICO医療生物科学主任

海老原 隆 ジーンフロンティア CITICO医療生物科学担当

Mitchell Kronenberg 米国ラホヤ免疫研究所(LJI) CITIP LJI実習主任

森 千里 医学研究院 予防医学担当、クラスター長

正木 治恵 看護学研究科 高齢者看護教育担当

森 恵美 看護学研究科 産婦看護教育担当

後藤 英司 園芸学研究科 革新医療環境学担当

小泉 信一 Medicinal Creation Advisor CITICO医療サステイナブル健康科学主任

Peter Ernst UC San Diego CITIP UC San Diego教育担当

Andreas Diefenbach シャリテ医科大学 CITIP シャリテ医科大学教育統括

川上 英良 医学研究院 人工知能医学担当、クラスター長

古関 明彦 医学研究院、理研IMS 理研連携教育主任

長根(齋藤) 裕美 社会科学研究院 医療経済学担当

川瀬 貴之 社会科学研究院 生命倫理担当

榊原 彰 日本マイクロソフト CITICO IoT連携教育主任

Alfred Singer 米国立衛生研究所(NIH) CITIP NIH実習主任

革新医療Society 5.0クラスター

CITIP: Chiba Innovative Therapeutics International Program
CITICO: Chiba Innovative Therapeutics Industry Consortium
UC San Diego: University of California, San Diego

革新医療生物科学クラスター

革新医療サステイナブル健康科学クラスター
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