
時間 内容 説明者
研究室訪問の方法

（Zoom address記載のラボは15:23からオンライン研究室訪問あり[4/23のみ]）
メールアドレス

プレゼン資料　HP

掲載

13:00 ～ 13:10 挨拶＆連携大学院の説明 所長・正井久雄

13:10 ～ 13:40

講演

「人工神経接続による脳機能再

建ー基礎研究から臨床研究までの

橋渡しー」

脳機能再建プロジェクト

西村 幸男先生

13:41 ～ 13:51
連携大学院生からの話　①

（10分）

幹細胞プロジェクト

高木　理子さん

13:52 ～ 14:02
連携大学院生からの話　②

（10分）

脳卒中プロジェクト

中村　幸太郎さん

14:02 ～ 14:07 休憩

研究室紹介（各3分ｘラボ）

14:08 ～ 14:11 ゲノム動態プロジェクト 笹沼　博之先生

https://zoom.us/j/92135262748?pwd=Mm81cy9LWWFvQWloeHFHVHgzUmhUdz09

ミーティングID: 921 3526 2748

パスコード: 874769
Hiroyuki Sasanuma <sasanuma-hr@igakuken.or.jp> あり

14:11 ～ 14:14 難聴プロジェクト 吉川 欣亮先生

https://us06web.zoom.us/j/84282580146?pwd=Ly9CYW1KdE56Q3d5Uk9NTUpaeEV0QT09

ミーティングID: 842 8258 0146

パスコード: 948500
Yoshiaki Kikkawa <kikkawa-ys@igakuken.or.jp> あり

14:14 ～ 14:17 カルパインプロジェクト 小野 弥子先生

https://zoom.us/j/93337901297?pwd=SEwrK1MwV2NNVW5yRjhZcXd0SDhrQT09

ミーティングID: 933 3790 1297

パスコード: 094110
Yasuko Ono <ono-ys@igakuken.or.jp> なし

14:17 ～ 14:20 幹細胞プロジェクト 原 孝彦先生 見学希望者はmailで連絡 原 孝彦 <hara-tk@igakuken.or.jp> あり

14:20 ～ 14:23 蛋白質代謝プロジェクト 佐伯 泰先生 見学希望者はmailで連絡 Yasushi Saeki <saeki-ys@igakuken.or.jp> あり

14:23 ～ 14:26 体内時計プロジェクト 吉種 光先生

https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82344830479?pwd=SSt4cEp6S0hpdVVxK3lBd3NzZ1BOZz09

ミーティングID: 823 4483 0479

パスコード: 814851
吉種 光 <yoshitane-hk@igakuken.or.jp> なし

14:26 ～ 14:29 認知症プロジェクト 長谷川 成人先生 見学希望者はmailで連絡 Masato Hasegawa <hasegawa-ms@igakuken.or.jp> なし

14:29 ～ 14:32 学習記憶プロジェクト 上野 耕平先生
https://zoom.us/j/98237896500?pwd=SmRlNFRlWmFWalZwdXVYTjNPSzNOZz09

ミーティングID982 3789 6500

セキュリティパスコード  449379

Kohei Ueno <ueno-kh@igakuken.or.jp> あり

14:32 ～ 14:35 脳機能再建プロジェクト 西村 幸男先生 見学希望者はmailで連絡 Yukio Nishimura <nishimura-yk@igakuken.or.jp> なし

14:35 ～ 14:38 脳卒中ルネサンスプロジェクト 七田 崇先生 見学希望者はmailで連絡 七田 崇 <shichita-tk@igakuken.or.jp> あり

14:38 ～ 14:43 休憩

14:43 ～ 14:46 脳神経回路形成プロジェクト 丸山 千秋先生
https://us02web.zoom.us/j/84771401787?pwd=TjQ0Q3BFWlF4T3V0L29Fa0tpQ1MvQT09

ミーティングID: 847 7140 1787

パスコード: 330686

Chiaki Maruyama <maruyama-ck@igakuken.or.jp> あり

14:46 ～ 14:49 統合失調症プロジェクト 新井 誠先生
https://us02web.zoom.us/j/86729286885?pwd=cmNYQ3BjN2xKcVExRUhMSTNkclJZdz09

ミーティングID: 867 2928 688　パスコード: 674093
Makoto Arai <arai-mk@igakuken.or.jp> あり

14:49 ～ 14:52 再生医療プロジェクト 宮岡　佑一郎先生
https://us02web.zoom.us/j/88158947006?pwd=RjFKWGdGSjFTdnN6dUxxSXJJTWU5dz09

ミーティングID: 881 5894 7006

パスコード: 128223

YuichiroMiyaoka <miyaoka-yi@igakuken.or.jp> あり

14:52 ～ 14:55 がん免疫プロジェクト 丹野 秀崇先生 見学希望者はmailで連絡 丹野秀崇 <tanno-hd@igakuken.or.jp> あり

14:55 ～ 14:58 ゲノム医学研究センター 川路 英哉先生
https://us02web.zoom.us/j/83657630348?pwd=SXBEZ1Z2dHgyM3V1UHVna2EySHZqdz09

Meeting ID: 836 5763 0348　Passcode: 996064
Hideya Kawaji <kawaji-hd@igakuken.or.jp> あり

14:58 ～ 15:01 依存性物質プロジェクト（録画） 池田 和隆先生 見学希望者はmailで連絡 Kazutaka Ikeda <ikeda-kz@igakuken.or.jp> あり

15:01 ～ 15:04 こどもの脳プロジェクト 佐久間 啓先生 見学希望者はmailで連絡 Hiroshi Sakuma <sakuma-hs@igakuken.or.jp> なし

15:04 ～ 15:07 ウイルス感染プロジェクト 小林 郷介先生
https://zoom.us/j/91532045055?pwd=NDI0WTdVNllIM09kbFVVSnF0Ukwwdz09

ミーティングID: 915 3204 5055

パスコード: 914333

小林 郷介 <kobayashi-ks@igakuken.or.jp> あり

15:07 ～ 15:10 視覚病態プロジェクト 行方　和彦先生（録画） 見学希望者はmailで連絡 Kazuhiko Namekata <namekata-kz@igakuken.or.jp> あり

15:10 ～ 15:13 動物実験開発室 設楽 浩志先生（録画） 予定なし Hiroshi Shitara<shitara-hr@igakuken.or.jp> あり

15:13 ～ 15:23 質疑応答
正井所長・西村先生

連携大学院生（高木さん、中

村さん）

15:23 ～ 16:00 オンライン研究室訪問
それぞれのURLに接続し

てください。

【各研究室対応】

2022年度　都医学研　連携大学院説明会プログラム
2022年4月23日（土）および5月14日（土）

【Zoom　ミーティング】

14:08 - 15:13


