沿革
1980.
1984.
1986.
1993.
1994.
1995.
1996.

1997.
1998.
1999.
2000.
2001.

2002.

1980.4 ~ 2017.7

東海大学総合医学研究所開設
初代所長 佐々木正五 就任（1980.4）
第2代所長 中根一穂 就任（1984.4）
第3代次長 有森 茂 就任（1986.4）
第4代所長 玉置憲一 就任（1993.4）
分子医学医療研究ｾﾝﾀｰ発足 ・分子神経科学部門・
分子発生科学部門設立（1994.4）
分子医学医療研究ｾﾝﾀｰ長 教授 玉置憲一 就任 ・国
際医学部門設立（1995.4）
第5代所長 黒川 清 就任（1996.4〜2004.3）
分子医学医療研究ｾﾝﾀｰ長 教授 池田穰衛 就任
（1996.4）
分子病態部門設立（1997.4）
第2回公開研究報告会「基礎研究とその臨床応用」
（1998.3.9）
第3回公開研究報告会「Functional Genomics」
（199.3.12）
第4回公開研究報告会「疾患遺伝子とその機能」
（2000.3.24）
分子医学医療研究ｾﾝﾀｰ終了
分子医学医療研究ｾﾝﾀｰ終了ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「Tokai Medical
Frontiers Genes to Patients」
（東海大学校友会館：
2001.6.4）

第 6 回公開研究報告会
2003 年６月 27 日 東海大学校友会館
産学連携 / 大学発ベンチャーへの取り組みを学内外にアピー
ルする事を目的とし、従来までの研究成果発表ではなく、各
部門がテーマに焦点を当てた研究発表を行った。第２部では”
大学発ベンチャー最前線 〜期待と課題を探る” と題して、
パネルディスカッションが行われた。
panelist
清水初志（清水橋本国際特許事務所弁理士）
伊藤彰彦（株式会社レナサイエンス取締役）
第１回研修会
2005 年 10 月 22 日・23 日 山中湖セミナーハウス
新組織発足にあたり、各研究について理解を深め、共同研
究の促進と若手研究者に自らの研究テーマを討論する場を提
供する機会として企画された。

第14回公開研究報告会（2011.3.18）
第3回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ(伊勢原校舎：2011.7.22）
第7回研修会（湯河原：2011.10.14・15）
2012.

第15会公開研究報告会（2012.3.2）
第11代所長 瀧澤俊也 就任・次長 松阪泰二 就任
（2012.4）
第4回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ（湘南校舎：2012.7.31）
第8回研修会（湯河原：2012.10.12・13）

2013.

総合医学研究所第４回公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ/私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業「疾患ﾓﾃﾞﾙ動物とﾘｰﾄﾞ化合
物を組み合わせた迅速な前臨床試験を実現する創薬
研究拠点形成（進捗報告会）
」共催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（東海大
学校友会館：2013.2.23）
第16会公開研究報告会（2013.3.15）
座談会：橋本巨副学長・後藤信哉教授・浅原孝之教
授・岡 晃特任講師 司会：瀧澤俊也教授（2013.７.4）
「東海大学総合医学研究所のﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙﾘｻｰﾁの取り
組み―創薬・再生医療・ｹﾞﾉﾑ」
第5回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ（伊勢原校舎：2013.7.19）
第9回研修会（湯河原：2013.10.11・12）

2014.

第5回公開研究報告会「ｹﾞﾉﾑ情報医学の新展開」
（2002.5.17）

2003.

第6回公開研究報告会「ここまで来た！東海大学発ﾊﾞｲ
ｵﾍﾞﾝﾁｬｰのﾌﾛﾝﾃｨｱ」
（東海大学校友会館：2003.6.27）

2004.

第6代所長 堀田知光 就任（2004.4〜2006.3）
第7回公開研究報告会「東海大学からの産学連携のﾌﾛ
ﾝﾃｨｱ」
（東海大学校友会館：2004.6.25）

2005.

第8回公開研究報告会（2005.6.6）
第1回研修会（山中湖：2005.10.22・23）

2006.

第7代所長 宮田敏男 就任（2006.4.〜2007.11）
第9回公開研究報告会（2006.4.24）
第2回研修会（湯河原：2006.10.13・14）
第1回公ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ﾊﾞｲｵ研究技術移転の東海大学ﾓﾃﾞ
ﾙを考える」
（東海大学校友会館：2006.12.1）

2007.

第10回公開研究報告会（2007.4.13）
第3回研修会（湯河原：2007.10.5・6）
第8代所長 猪子英俊 就任（2007.12〜2008.3）

2008.

第11回公開研究報告会（2008.3.7）
第9代所長 井ノ上逸朗 就任（2008.4〜2010.9）
第4回研修会（湯河原：2008.10.3・4）
第2回公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ﾊﾟｰｿﾅﾙｹﾞﾉﾑ時代を迎え、生命科
学、医学はどのように変わるか」
（東海大学校友会館：
2008.11.28）

2009.

第12回公開研究報告会（2009.3.13）
第1回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ(伊勢原校舎：2009.5.21）
第5回研修会（湯河原：2009.10.9・10）

2010.

第13回公開研究報告会（2010.3.12）
第2回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ（湘南校舎：2010.5.28）
第6回研修会（湯河原：2010.10.8・9）
第10代所長 猪子英俊 就任（2010.10〜2012.3）

2011.

分子医学医療研究センター終了報告会
2001 年６月 4 日 東海大学校友会館
５年間の研究成果を踏まえた今後の展開と将来の展望を主
な発表内容とする他、知的財産や産学連携に積極的に取り組
んでいる事などを強くアピールした。
特別講演
岡野栄之 ( 慶應義塾大学医学部生理学教室教授 ）

総合医学研究所第3回公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ/文部科学省戦
略的研究基盤形成支援事業
「難治性疾患治療・予防ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」共催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（東
海大学校友会館：2011.2.25）

第 3 回研修会
2007 年 10 月 5 日・6 日 湯河原
法学部、工学部、糖鎖科学研究所、スポーツ医科学研究所等、
医学部以外から多数が参加。総合医学研究所の活発な研究
活動について高く評価された。
特別講演
山下泰裕（東海大学体育学部教授）

第 2 回公開シンポジウム
2008 年 11 月 28 日東海大学校友会館
本来の趣旨は「大学内外に向けての情報発信及び情報交換の
推進」であるが、今回は、ゲノム研究のトップの先生方の講演
を拝聴し、若手研究者、大学院生に大変良い刺激を与えた。
特別講演
清水信義（慶應義塾大学医学部名誉教授）
菅野純夫
（東京大学ﾒﾃﾞｨｶﾙｹﾞﾉﾑ専攻 ｹﾞﾉﾑ制御医科学分野教授）
池川志郎（理化学研究所・骨関節疾患研究ﾁｰﾑ･ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ）
辻 省次 ( 東京大学医学部附属病院神経内科教授）
文部科学省戦略的研究基盤形成支援事業
「難治性疾患治療・予防ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣共催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
2011 年 2 月 25 日東海大学校友会館
再生医学ｾﾝﾀｰが「幹細胞研究の進歩と再生医療の現在」をｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞﾃｰﾏに、5 つの研究ｸﾞﾙｰﾌﾟの内、造血・免疫・整形・再生の 4
つのｸﾞﾙｰﾌﾟが発表。再生医療におけるﾄｯﾌﾟの先生方に大変高い
評価を頂いた。
特別講演
西川伸一（理化学研究所 発生・再生化学総合研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長）
岡野栄之（慶應義塾大学医学部生理学教室教授）

2015.

2016.

2017.

第17会公開研究報告会（2014.3.28）
座談会：橋本巨副学長・稲垣 豊教授・石井直明教授・
酒井大輔准教授 司会：瀧澤俊也教授（2014.７.24）
「細胞ストレスに起因するマトリックスの動的変容と修
復機構の解明」
（2014.7.24）
第6回総合医学研究所・糖鎖科学研究所合同シンポジ
ウム
（湘南校舎：2014.7.25）
第10回研修会（湯河原：2014.10.10・11）
第18回公開研究報告会（2015.3.6）
座談会：吉田一也副学長・松阪泰二准教授・今西 規教
授・幸谷 愛准教授 司会：瀧澤俊也教授（2015.７.９）
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
／総合医学研究所共同開催シンポジウム「がん幹細
胞を標的とした新治療法の開発プロジェクト」
（東海大
学校友会館：2015.9.19）
第11回研修会（伊勢原校舎「松前記念講堂」
：
2015.12.5）
第19回公開研究報告会（伊勢原校舎：2016.3.4）
部門の改編（2016.4）
◇再生医療学研究部門
◇ゲノム解析研究部門
◇創薬・病態解析研究部門
◇血液・腫瘍研究部門
◇肝臓・腎臓病学研究部門の５部門に改編
座談会:今井裕副学部長・秦野伸二教授・大塚正人准
教授・石井恭正講師 司会：瀧澤俊也教授
（2016.7.26） テーマ「神経変性疾患と老化研究の
現状と未来：モデル動物を用いた機序の解明〜治療
を目指して」
第12回研修会：伊勢原校舎「講堂Ａ」
（2016.10.29）
特別講演：大阪大学大学院医学研究科 仲野 徹教授
テーマ「エピジェネティクス入門−分子機構から臨床
まで−」
第20回公開研究報告会：伊勢原校舎５号館5階会議
室（2017.3.3）
第12代所長 安藤 潔 就任（2017.4.1）
座談会:今井副学長・平山令明教授・後藤信哉教授・酒
井大輔教授 司会：安藤潔教授（2017.7.18）
テーマ「in silico biologyが開く新たな再生医療の可
能性」

総合医学研究所第４回公開シンポジウム /「私立大学戦略的
研究基盤形成支援事業 進捗報告会」共同開催シンポジウム
2013 年２月 23 日 東海大学校友会館
現総合医学研究所所員 木村 穣教授が中心に進めていた「疾
患モデル動物とリード化合物を組み合わせた迅速な前臨床試
験を実現する創薬研究拠点形成」は、平成 21 年度に同事
業の「研究拠点を形成する研究」の採択を受けた。当日は
基礎・臨床の研究者を中心に、約 50 名が参加した。
外部アドバイザー
岩倉洋一郎（東京理科大学生命医科学研究所・教授）
小幡裕一氏（理化学研究所バイオリソースセンター長）
総合医学研究所第 9 回研修会
2013 年 10 月 11 日・12 日 湯河原
生命科学に関わる東海大学全ての学部・研究所を対象に演
題を公募した。各学部の若手研究者や大学院生を含めて
115 名が参加した中で、特別講演を含めた 12 演題が発表さ
れた。
特別講演
内川 治（武田薬品工業 ( 株 ) 医薬研究本部化学研究所長
「自然な眠りを誘う世界初の睡眠薬創製のドラマ」

総合医学研究所第 10 回研修会
2014 年 10 月 10 日・11 日 湯河原
パネルディスカッション
「研修会の歩みと研修会を通じた共同研究」
この企画は、これまでの総合医学研究所の役割と生命医科学
系共同研究を促進する上での総合医学研究所の重要性をア
ピールする目的で実施しました。
特別講演
豊島 聡教授（武蔵野大学大学院薬学研究科）

総合医学研究所第 11 回研修会
2015 年 12 月 5 日 伊勢原校舎「松前記念講堂」
特別講演
宮田敏男教授（東北大学大学院医学系研究科）
テーマ：「アカデミアからの医薬品開発：現状と展望」
一般講演では本研究所の研究員ほか、工学部、医学部、農
学部、生物学部、札幌教養教育センター、マイクロ・ナノ研
究開発センターの教員らが研究成果を発表し、各講演につい
て活発な意見交換や質疑応答を行い大変好評でした。

第 12 回研修会
2016 年 10 月 29 日 伊勢原校舎「講堂Ａ」
本研究所の研究者らが最新の成果について発表したほか、
特別講演やポスターセッションを行い、教員や大学院生、学
生ら約 140 名が参加しました。
特別講演
仲野 徹 教授（大阪大学大学院医学研究科）
テーマ：
「エピジェネティクス入門−分子機構から臨床まで−」

第 20 回公開研究報告会
2017 年 3 月 3 日 伊勢原校舎５号館５階会議室
2016 年度に改編した５部門のメンバーが１年間の研究成果
を報告しました。

沿革
2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2017.7 ~ 2022.12

座談会 今井副学長・平山令明教授・後藤信哉教授・酒
井大輔准教授が参加（司会）安藤潔教授
テーマ「in silico biologyが開く新たな再生医療の可
能性」(2017.7.18）
第13回研修会 特別講演：辻井潤一（国立研究開発法
人産業技術総合研究所人工知能研究センターセン
ター長）
「人工知能の現状と将来 −医療・生命科学
への応用を中心に−」について（2017.10.28）
大学院医学研究科マトリックス医学生物学センター／
総合医学研究所共同開催シンポジウム
テーマ「臓器線維症の病態解明と新たな診断・予防・
治療法開発のための拠点形成」
（2018.2.6）
第21回公開研究報告会 伊勢原校舎５階（2018.3.2）
関根佳織講師（生体構造機能学）
、中川 草講師（分子
生命科学）
を特別研究所員（時限付）に登用（2018.4）
座談会 今井副学長・駒場大峰講師・関根佳織講師・中
川 草講師が参加、
（司会）安藤 潔教授 テーマ「若手
研究者を支援する特別研究所員（時限付）制度」科学
新聞：11月30日3706号掲載（2018.10.2）
第14回研修会「いこいの村 あしがら」特別講演：木村
穣教授（基礎医学系分子生命科学）
テーマ「総合医学
研究所の過去・現在・未来」
（2018.12.1.・2）
第22回公開研究報告会 伊勢原校舎1号館
（2019.3.1）
長谷川政徳講師（泌尿器科学)を特別研究所員（時限
付）に登用（2019.4）
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業/総合医学研
究所共同開催シンポジウムがコロナウィルスの影響で
中止（2019.2.28）
木村穣先生が総合医学研究所 特任教授に就任
（2019.4）
第15回研修会「いこいの村 あしがら」若手を対象に
ショートプレゼンテーションを企画（2019.12.7・8）
第23回公開研究報告会 伊勢原校舎 第1会議室
（2020.3.6）
福田 篤特任講師が総合医学研究所 創薬・病態解析
部門に所属（2020.4）
座談会 後藤信哉教授・秦野伸二教授・酒井大輔准教
授・中山正光大学院生、喜多理央教授・木村啓志准教
授が参加 （司会）安藤 潔教授
テーマ「医工連携の未来を切り拓く」
（2020.7.16）
第15回研修会 「Zoom」
を併用したハイブリット形式
で、連携強化を目的にマイクロ・ナノ研究開発センター
と共同開催しました。
（2020.11.28）
第24回公開研究報告会 伊勢原校舎 第1会議室
特別講演：浅原孝之（先端医療科学）
「EPC：科学する
ことの楽しさと難しさ」
（2021.3.5）
座談会 今西教授・中川准教授・今井助教が参加（司
会）安藤潔教授
テーマ「メタゲノム解析」(2021.7.16）
第17回研修会 伊勢原校舎「松前記念講堂1階」総合
医学研究所とマイクロ・ナノ研究開発センターが共同
開催（2021.11.27）
第25回公開研究報告会 伊勢原校舎 第1会議室
（2022.3.11）
座談会：平山客員教授・稲垣教授・幸谷教授・酒井准
教授が参加（司会）安藤潔教授
テーマ「創薬」(2022.6.16）
第18回研修会 伊勢原校舎「松前記念講堂1階」総合
医学研究所とマイクロ・ナノ研究開発センターが共同
開催（2022.12.17）

THE
第 13 回研修会
2017 年 10 月 28 日 伊勢原校舎「講堂Ａ」
本研究所の研究者らが最新の成果について発表したほか、
特別講演やポスターセッションを行い、教員や大学院生、学
生ら約 90 名が参加した。
研究の独自性や内容が優れている発表者を表彰する young
inverstigator award に「椎間板変性に対する IL-17 の作用」
をテーマに発表した医学部の隅山香織現准教授が選ばれた。
大学院医学研究科マトリックス医学生物学センター／総合医
学研究所共同開催シンポジウム
2017 年 2 月 6 日 東海大学校友会館
本テーマに関連する分野の第一人者である東京大学大学
院教授の松島綱治氏、慶應義塾大学名誉教授・順天堂大学
客員教授の岡田保典氏、東北大学名誉教授の貫和敏博氏の
３名を外部評価者に迎え、若手研究者 5 名が最新の成果を
発表。学内外の研究者や大学院生、企業関係者ら約 50 名
が参加した。

第 14 回研修会
2018 年 12 月 1 日・2 日「いこいの村 あしがら」
ここ数年は伊勢原校舎で１日のみ開催していたが、研究所
員らの強い希望により１泊２日の研修会を再開した。基調講
演や一般講演を行い、医学部をはじめ工学部や理学部の教
員、大学院生ら約 70 名が参加した。

INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 2022.

K.KUROKAWA
1996.4~2004.3

基礎研究を推進し、新技術の開発とその臨床への
応用」を目的に、東海大学の総合研究機構の一

T.HOT TA
2004.4~2006.3

部として創設されました。以来、時代の流れに対
応すべく組織を改編し、先端医学研究を実践して

T.MIYATA
2006.4~2007.11

おります。
希少難治性疾患から生活習慣病等、ありふれた
疾患までを対象とした基礎医学の成果を診療の現

H.INOKO
2007.12~2008.3
第 22 回公開研究報告会
2019 年 3 月 1 日伊勢原校舎 1 号館 2 階会議室
所内の研究者や生命科学統合支援センターの技術職員、
先進生命科学研究所の研究者らと連携した最新の研究成果
を報告した。各発表後には、今後の展開や臨床への応用な
どについて活発なディスカッションが行われた。

総合医学研究所は 1980 年に「医学における

場に生かす臨床研究の実現をめざしています。
具体的には、疾患遺伝子同定、機能解析、ネッ
トワーク解析や老化の分子機構の解明をもとに、

I.INOUE
2008.4~2010.9

病気の診断・治療へ向け、神経・腎臓・動脈硬
化疾患・血液疾患分野における治療の標的分子
情報、再生医療、創薬、予防・健康医学に向け

座談会
2020 年 7 月 16 日伊勢原校舎 1 号館 2 階会議室
「医工連携」をテーマに、共同研究を活発に進めている医
学部の先生と、工学部からマイクロ・ナノ研究開発センター
の先生を招いて、医工連携の現状と、将来的に東海大学の
中でより発展していくためにはどのような体制を取っていくの
がいいのか、ディスカッションが行われた。

第 24 回公開研究報告会
2021 年 3 月 5 日伊勢原校舎 1 号館 2 階会議室
所員が１年間の研究成果を共有するために毎年同時期に
実施している。今回は７名が講演し、教職員や大学院生ら約
60 名が参加した。特別講演として、今年度で退任する浅原
孝之教授（医学部医学科基盤診療学系先端医療科学）が
「EPC：科学することの楽しさと難しさ」と題して講演を行た。

第 17 回研修会
2021 年 11 月 27 日 伊勢原校舎「松前記念講堂 1 階」
「液‐液相分離現象」をテーマに安藤所長と MNTC の喜
多所長が講演を行った。
young inverstigator award に亀田和明（基盤診療学系先端
医療科学）
「アグレッシブ NK 細胞白血病における肝臓微小
環境の役割」が受賞。

H.INOKO
2010.10~2012.3

ての先進的な業績をあげるとともに、病態解析や
創薬開発の評価系に繋がる有用な遺伝子改変動

S.TAKIZAWA
2012.4~2017.3

K.ANDO
2017.4~

物モデルの作成など、国内外からも注目される成
果を着実に上げています。

