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東京大学大学院医学系研究科
老年看護／創傷看護学分野　教授

東京大学大学院医学系研究科
高齢者在宅長期ケア看護学分野　教授

山本則子

齊藤延人
東京大学大学院医学系研究科 研究科長・医学部長

脳神経医学専攻脳神経外科学分野　教授

瀬戸泰之
東京大学医学部附属病院長

外科学専攻臓器病態外科学分野　教授

大江真琴 高橋真実

戸部浩美 森﨑真由美 Sofoklis Koudounas Sameh Eltaybani

大川洋平目 麻里子 福田真佑 浦井珠恵 Zhang Fengying  

現職 : 金沢大学医薬保健研究域保健学系　教授

現職：東京大学
高齢者在宅長期ケア
看護学分野　助教

現職：横浜市立大学
看護生命科学領域　助教

現職：富山県立大学
基礎看護学講座　講師

現職：四川大学
看護学部　教授

現職：高知大学
臨床看護学講座　助教

川上憲人
東京大学大学院医学系研究科 副研究科長・副医学部長

健康科学・看護学専攻  精神保健学 / 精神看護学分野　教授

秋下雅弘
東京大学医学系研究科

生殖・発達・加齢医学専攻老年病学分野　教授

真田弘美
東京大学大学院医学系研究科

家族看護学分野　教授

上別府圭子

現 グローバルナーシングリサーチセンター運営委員会メンバー

現 グローバルナーシングリサーチセンター専属メンバー

前 グローバルナーシングリサーチセンター専属メンバー

グローバルナーシングリサーチセンター特任教授

前 グローバルナーシングリサーチセンター運営委員会メンバー

東京大学副学長
宮園浩平

東京逓信病院病院長
安原　洋

埼玉県立小児医療センター病院長
岡　明

Ardith Doorenbos

University of Illinois, Chicago

Claudia Lai

The Hong Kong Polytechnic University

Edward Chan Ko Ling

The Hong Kong Polytechnic University

博士研究員博士研究員特任助教

特任准教授 (-2019)
現職 : HCS Lab. 代表

特任助教 (-2018)

特任教授（2020） 特任教授（2017） 特任教授（2018）

博士研究員

博士研究員 (2017) 博士研究員 (2017) 博士研究員 (2018) 博士研究員 (2018) 博士研究員 (2018)

センター長 副センター長 副センター長

(2017-2019)
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冨田早苗浦井珠恵 

現職：富山県立大学
基礎看護学講座　講師

学術専門職員
福田真佑

現職：横浜市立大学
看護生命科学領域　助教

GNRC 博士研究員 (2017) GNRC 博士研究員 (2018)

大川洋平

現職：高知大学 臨床看護学講座  助教

現職：大阪市立大学大学院工学研究科 准教授

現職 : 金沢大学 医薬保健研究域
保健学系　教授

Sofoklis Koudounas
GNRC 博士研究員

老年看護／創傷看護学分野
准教授

仲上豪二朗
ライフサポート技術開発学（モルテン）寄付講座

特任教授 (-2019)
現職 : 東京大学 次世代知能科学研究センター  教授

森 武俊

社会連携講座スキンケアサイエンス
特任准教授

社会連携講座スキンケアサイエンス
特任講師

峰松健夫 臺 美佐子

ケアイノベーション創生部門

ロボティクスナーシング分野

バイオロジカルナーシング分野

ビジュアライズドナーシング分野

クリニカルナーシング分野 リバーストランス
レーショナル分野

三浦由佳

社会連携講座イメージング看護学
特任准教授 (-2018)

現職 : 大野記念病院超音波センター センター長

松本 勝
社会連携講座イメージング看護学

特任講師

社会連携講座イメージング看護学
特任助教

永田みさ子
社会連携講座イメージング看護学

特任助教
社会連携講座イメージング看護学

GNRC 博士研究員 (2018)

社会連携講座イメージング 看護学
非常勤講師

社会連携講座イメージング看護学
共同研究員

( 富士フイルム株式会社 )

社会連携講座イメージング看護学
共同研究員

( 富士フイルム株式会社 )

社会連携講座イメージング看護学
共同研究員

( 富士フイルム株式会社 )

藪中幸一

河本敦夫

社会連携講座イメージング看護学
特任准教授

社会連携講座イメージング看護学
特任講師 (-2018)

玉井奈緒

半田真弓

吉田美香子

蔦岡拓也 苅部樹彦

社会連携講座アドバンスト
ナーシングテクノロジー

特任准教授

社会連携講座アドバンスト
ナーシングテクノロジー

特任助教

社会連携講座アドバンスト
ナーシングテクノロジー

客員研究員
( テルモ株式会社 )

村山陵子
GNRC 特任准教授 (-2019)

大江真琴

英語サポート

阿部麻里 田邊秀憲

老年看護学 / 創傷看護学分野
助教

麦田裕子

老年看護／創傷看護学分野
助教

北村 言
老年看護／創傷看護学分野

特任助教

高橋聡明
老年看護 / 創傷看護学分野　

学術支援職員

東村志保
ライフサポート技術開発学

( モルテン ) 寄付講座　
特任講師 (-2019)

野口博史
現職：東北大学大学院医学系研究科

ウィメンズヘルス・周産期看護分野 准教授

社会連携講座（サラヤ株式会社）

社会連携講座（富士フイルム株式会社）

社会連携講座（テルモ株式会社）

ライフサポート技術開発学（モルテン）寄附講座

Kenneth Scott Barton
老年看護 / 創傷看護学分野

特任助教
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森﨑真由美 

Zhang Fengying  

現職：四川大学看護学部　教授

現職：名古屋大学大学院 准教授 現職 : 東京女子医科大学 講師

現職 : 広島大学成人健康学 講師

GNRC 博士研究員 (2018)

家族看護学分野
教授

上別府圭子

GNRC 特任助教
戸部浩美

GNRC 博士研究員 家族看護学分野
特任研究員

大城 怜

家族看護学分野
講師

佐藤伊織
家族看護学分野

助教

キタ幸子 高齢者在宅長期ケア看護学分野
教授

高齢者在宅長期ケア看護学分野
准教授

高齢者在宅長期ケア看護学分野
助教

高齢者在宅長期ケア看護学分野
助教

高齢者在宅長期ケア看護学分野
特任助教

高齢者在宅長期ケア看護学分野
GNRC 博士研究員

山本則子 五十嵐歩 野口麻衣子

目麻里子 福井千絵 Sameh Ali Mohamed Eltaybani

家族看護学分野
助教

副島尭史

看護管理学／看護体系機能学分野
准教授

看護管理学／看護体系機能学分野
助教

看護管理学／看護体系機能学分野
助教

看護管理学／看護体系機能学分野
特任助教

武村雪絵 市川奈央子

看護管理学／看護体系機能学分野
講師 (-2017)

竹原君江

木田亮平 小柳礼惠

地域看護学分野
講師

成瀬昂
地域看護学分野

助教 (-2019)

寺本千絵

看護管理学／看護体系機能学分野
助教 (-2019)

國江慶子

地域看護学分野
助教

岩崎りほ
地域看護学分野

助教

本田千可子
地域看護学分野

特任助教

角川由香精神看護学分野
准教授

宮本有紀
精神看護学分野

特任助教

稲垣晃子
精神看護学分野
特任助教 (-2017)

高野 歩
精神看護学分野

特任助教

澤田宇多子

看護システム開発部門

ヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ分野 ケアクオリティ・マネジメント分野

家族のためのヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ スタディグループ

女性のためのヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ スタディグループ

精神的なヘルスクオリティ・アウトカムリサーチ スタディグループ

コミュニティのためのケアクオリティ・マネジメント スタディグループ

患者と看護師のためのケアクオリティ・マネジメント スタディグループ

高齢者のためのケアクオリティ・マネジメント スタディグループ

母性看護学・助産学分野
教 授

春名めぐみ
母性看護学・助産学分野

助 教

笹川恵美
母性看護学・助産学分野

助 教

米澤かおり
母性看護学・助産学分野

助教 (-2019)
現職 : 獨協医科大学助産学

専攻科　講師

現職 : 東京医科歯科大学　
精神保健看護学分野　准教授

疋田直子
母性看護学・助産学分野

助 教

臼井由利子
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