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【 研究実施体制 】 

 

研究代表者 

弘前大学健康未来イノベーションセンター副センター長／ 

大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生体防御学講座 教授   伊東 健 

 

共同研究者 

学内（プロジェクト健診に主体的に関わる研究者） 

1. 大学院医学研究科 特任教授／  

健康未来イノベーションセンター            センター長  中路重之 

2. COI研究推進機構       教授   村下公一 

3. 大学院医学研究科 社会医学講座     教授   井原一成 

4. 大学院医学研究科 社会医学講座     助教   沢田かほり 

5. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  浜野学 

6. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  飯塚浩史 

7. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  糟谷昌志 

8. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  平川美和子 

9. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  乾明成 

10. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  大沼由香 

11. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  東海林幹夫 

12. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  瓦林毅 

13. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  中村琢洋 

14. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  橋本和明 

15. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  石川朗 

16. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  澄川幸志 

17. 大学院医学研究科 社会医学講座     客員研究員  小野真実 

18. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    清水宏保 

19. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    鈴木伸章 

20. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    横山順一 

21. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    鈴木大輔 

22. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    田名部麻野 

23. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    川端良介 

24. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    工藤祐太郎 

25. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    翠川辰行 

26. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    奥山慎也 

27. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生    一井定信 

28. 大学院医学研究科 社会医学講座     大学院生   塩﨑陽子 

29. 大学院医学研究科 食と健康 科学講座    准教授    神田晃 

30. 大学院医学研究科 食と健康 科学講座    助手   安藤雅峻 

31. 大学院医学研究科 食と健康 科学講座    客員研究員  小濱佑介 

32. 大学院医学研究科 オーラルヘルスケア学講座   助教   徳田糸代 

33. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   助教   熊谷美香 

34. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   特任教授   桂木能久 

35. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   客員研究員   片嶋充弘 



2 
 

36. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   客員研究員   森建太 

37. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   客員研究員   大里直樹    

38. 大学院医学研究科 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ学研究講座   客員研究員    木下佳大 

39. 大学院医学研究科 フレイル予防学研究講座      助教   和田啓二 

40. 大学院医学研究科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝ学講座      助教   鄭松伊 

41. 大学院医学研究科 健康と美 医科学講座      助教    松原博子 

42. 大学院医学研究科 健康と美 医科学講座      特任助教    大石秀樹 

43. 大学院医学研究科 未病科学研究講座       助教   Kyi Mar Wai 

44. 大学院医学研究科 未病科学研究講座         特任講師    中村孝裕 

45. 大学院医学研究科 ウォーターヘルスサイエンス講座  特任助教    浅野悠 

46. 大学院医学研究科 フローラ健康科学講座      助手   杉村嘉邦 

47. 大学院医学研究科 フローラ健康科学講座      特任助教    久田貴義 

48. 大学院医学研究科 QOL推進医学講座       特任助教    稲益悟志 

49. 大学院医学研究科 QOL推進医学講座          助教   植村望 

50. 大学院医学研究科 女性の健康推進医学講座      特任教授    内山成人 

51. 大学院医学研究科 女性の健康推進医学講座      助教     大石舞香 

52. 大学院医学研究科 野菜生命科学講座       特任助手    清水直 

53. 大学院医学研究科 ﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学講座      特任准教授  山本博之 

54. COI研究推進機構       講師   髙橋佳子 

55. COI研究推進機構       助教   三澤美菜 

 

学内（各講座研究代表者のみ記載） 

56. 大学院医学研究科 消化器血液内科学講座      准教授    櫻庭裕丈 

57. 大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座      教授   富田泰史 

58. 大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座      教授   大門眞 

59. 大学院医学研究科 呼吸器内科学講座       教授   田坂定智 

60. 大学院医学研究科 産科婦人科学講座       教授   横山良仁 

61. 大学院医学研究科 歯科口腔外科学講座    教授   小林恒 

62. 大学院医学研究科 整形外科学講座       教授   石橋恭之 

63. 大学院医学研究科 耳鼻咽喉科学講座       教授   松原篤 

64. 大学院医学研究科 眼科学講座        教授   中澤満 

65. 大学院医学研究科 皮膚科学講座     助教   赤坂英二郎 

66. 大学院医学研究科 泌尿器科学講座       教授   大山力 

67. 大学院医学研究科 脳神経内科学講座       教授   冨山誠彦 

68. 大学院医学研究科 分子病態病理学講座    教授   水上浩哉 

69. 大学院医学研究科 麻酔科学講座     教授   廣田和美 

70. 大学院医学研究科 薬剤学講座        教授   新岡丈典 

71. 大学院医学研究科 むつ下北地域医療学講座      准教授    遠藤哲 

72. 大学院医学研究科 地域医療学講座       講師   珍田大輔 

73. 医学部附属病院  神経科精神科     講師   冨田哲 

74. 大学院医学研究科 脳神経病理学講座       教授   若林孝一 

75. 大学院医学研究科 脳神経生理学講座       教授   上野伸哉 

76. 大学院医学研究科 脳血管病態学講座       教授   今泉忠淳 

77. 大学院医学研究科 分子生体防御学講座、糖鎖工学講座   教授   伊東健 

78. 大学院医学研究科 神経解剖・細胞組織学講座／生体構造医科学講座 教授 下田浩 

79. 大学院医学研究科 ゲノム生化学講座       教授   藤井穂高 
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80. 大学院医学研究科 病態薬理学講座       教授   村上学 

81. 大学院医学研究科 病理生命科学講座       教授   鬼島宏 

82. 大学院医学研究科 感染生体防御学講座    教授   浅野クリスナ 

83. 大学院医学研究科 腫瘍内科学講座       教授   佐藤温 

84. 大学院医学研究科 神経精神医学講座       教授   中村和彦 

85. 大学院医学研究科 消化器外科学講座 小児外科学講座  教授   袴田健一 

86. 大学院医学研究科 リハビリテーション医学講座   教授   津田英一 

87. 大学院医学研究科 放射線腫瘍学講座       教授   青木昌彦 

88. 大学院医学研究科 放射線診断学講座       教授   掛田伸吾 

89. 大学院医学研究科 脳神経外科学講座       教授   大熊洋揮 

90. 大学院医学研究科 形成外科講座       教授   漆舘聡志 

91. 大学院医学研究科 救急・災害医学講座    教授   花田裕之 

92. 大学院医学研究科 臨床検査医学講座       教授   萱場広之 

93. 大学院医学研究科 輸血・再生医学講座      教授   玉井佳子 

94. 大学院医学研究科 附属動物実験施設       助教   成田浩司 

95. 大学院医学研究科 生体高分子健康科学講座      特任教授   中根明夫 

96. 大学院保健学研究科 放射線技術科学領域       教授   齋藤陽子 

97. 理工学部機械科学科 医用生体計測分野      教授   佐川貢一 

98. 農学生命科学部国際園芸農学科 家畜生理学分野   准教授    川端二功 

99. 教育学部学校教育講座         准教授    増田貴人 

100. 教育学部保健体育講座             教授    戸塚学 

101. 人文社会科学部  経済システム        教授   李永俊 

 

学外（各機関・部署研究代表者のみ記載） 

1. 東京大学医科学研究所 ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ 健康医療ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ分野       

教授   井元清哉 

2. 東京大学大学院医学系研究科 生物統計学分野   教授   松山裕 

3. 東京医科歯科大学医学部付属病院臨床試験管理ｾﾝﾀｰ生物統計学・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ部 

                      教授    平川晃弘 

4. 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学    特任助教    滕麗達 

5. 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学    客員准教授  五十嵐中 

6. 東京大学大学院農学生命科学研究科     教授   高橋伸一郎 

7. 名古屋大学大学院医学系研究科 総合保健学専攻 実社会情報健康医療学                                           

准教授   中杤昌弘 

8. 京都大学大学院医学研究科 ビッグデータ医科学分野  教授   奥野恭史 

9. 九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野   教授   二宮利治 

10. 名桜大学大学院看護学研究科 病態生理学領域    教授   砂川昌範 

11. 和歌山県立医科大学 保健看護学部       教授   上松右二 

12. 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学･腎臓内科学 教授   的場聖明 

13. 東北大学産学連携機構 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略推進ｾﾝﾀｰ    特任教授   末永智一 

14. 名古屋大学未来社会想像機構 モビリティ社会研究所  特任教授   青木宏文 

15. 広島大学学術・社会連携室      特任教授    西川一男 

16. 九州大学大学院歯学研究院 口腔常態制御学口腔機能解析学分野 教授   重村憲徳 

17. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所   所長   阿部圭一 

18. 国立研究開発法人産業技術総合研究所人間拡張研究ｾﾝﾀｰ 主任研究員  小林吉之 
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19. 株式会社ﾌｧﾝｹﾙ 総合研究所ﾍﾙｽｻｲｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ    センター長  由井慶 

20. 株式会社ミルテル       代表取締役社長  田原栄治 

21. 明治安田生命保険相互会社 企画部ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ開発室 室長   橋田和己 

22. カゴメ株式会社 イノベーション本部自然健康研究部  部長   菅沼大行 

23. ライオン株式会社 研究開発本部     本部長    乗竹史智 

24. ハウス食品グループ本社株式会社 研究開発本部   副本部長    山本佳宏 

25. ｻﾝﾄﾘｰ食品ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ事業本部商品開発部 部長   牧秀樹 

26. ｸﾗｼｴﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社経営企画室企画部R&D戦略推進ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ    稲益悟志 

27. エーザイ株式会社  ﾃﾞｨﾒﾝｼｱ ﾄｰﾀﾙｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｴｺｼｽﾃﾑ事業部 AD ﾊﾟ-ﾊﾟｽ部 

           部長執行役員   遊佐寿彦 

28. ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社  代表取締役社長  橋爪克仁 

29. 味の素株式会社 研究開発企画部     ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ  川尻秀雄 

30. 花王株式会社 ヘルス＆ウェルネス研究所      主席研究員  森建太 

31. 株式会社テクノスルガ・ラボ         代表取締役社長  望月淳 

32. 協和発酵バイオ株式会社 R&BD部 兼 渉外部   部長   橋本信一 

33. 大正製薬株式会社 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ研究開発本部   本部長    髙橋健三 

 

その他，共同研究契約に基づき COI参画企業及び機関が追加される場合がある。 

 

 


