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５．組織および構成員 

① 組織 

 

 
  

センター長

原虫病研究セン

ター協議会

国際連携協力部門

感染病理学分野

高度診断学分野

先端予防治療学分野

共同利用・共同研究拠点係研究支援課長

ゲノム機能学分野

感染免疫研究部門

節足動物衛生工学分野

生体防御学分野

原虫病研究セン

ター運営委員会

診断治療研究部門

国際獣疫学分野

国際監視学分野

地球規模感染症学分野
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② 構成員 

センター長 井上 昇 
 
感染免疫研究部門 
 節足動物衛生工学分野 
  教授 井上 昇 
  准教授 福本 晋也 
 生体防御学分野 
  教授 玄 学南 
  准教授 西川 義文 
 ゲノム機能学分野 
  教授 鈴木 宏志 
  助教 白藤 梨可 
診断治療研究部門 
 高度診断学分野 
  教授 五十嵐 郁男 
  教授 横山 直明 
 先端予防治療学分野 
  教授 河津 信一郎 
  教授 井上 昇（兼任） 
 感染病理学分野 
  教授 五十嵐 慎 
国際連携協力部門 
 地球規模感染症学分野 
  特任准教授 加藤 健太郎 
 国際監視学分野 
  教授 五十嵐 郁男（兼任） 
  教授 井上 昇（兼任） 
 国際獣疫学分野 
  特任研究員 Patrick VUDRIKO 
  特任研究員 Tawin INPANKAEW 
  特任研究員 Mohamad Alaa TERKAWI 
 
客員教授 
 北 潔  東京大学大学院医学系研究科・教授 
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 杉本 千尋 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター長・教授 
 辻 尚利 北里大学医学部・教授 
 藤崎 幸藏 （独）農業・食品産業技術総合研究機構・フェロー 
 堀井 俊宏 大阪大学微生物病研究所難治感染症対策研究センター 
   センター長・教授 
 
特任研究員  阿部 靖之 
特任研究員  田中 健 
技術専門職員  幅口 剛 
技術補佐員  進藤 愛 
事務補佐員  福西 美貴 
技術補佐員  高橋 香 
 
平成 27 年度・共同研究員（五十音順・敬称略） 

麻田 正仁 長崎大学熱帯医学研究所助教 
池原 譲 産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門チーム長 
石山 亜紀 北里大学北里生命科学研究所特任助教 
 岩月 正人 北里大学北里生命科学研究所熱帯病評価センター 

センター長代理 
狩野 俊吾 国際医療研究センター研究所・熱帯医学・マラリア研究部 

研究員 
川瀬 摂 獨協医科大学基本医学基盤教育部門講師 
桐木 雅史 獨協医科大学熱帯病寄生虫病室准教授 
小島 直也 東海大学糖鎖科学研究所教授 
七里 元督 産業技術総合研究所健康工学研究部門研究員 
白砂 孔明 東京農業大学農学部助教 
鈴木 穣 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
関 まどか 岩手大学農学部共同獣医学科助教 
高島 康弘 岐阜大学応用生物科学部准教授 
田仲 哲也 鹿児島大学共同獣医学部准教授 
田之倉 優 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
二瓶 浩一 微生物化学研究会・微生物化学研究所上級研究員 
八田 岳士 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所研究員 

 古川 敦 北海道大学大学院薬学研究院特任助教 
古谷 哲也 東京農工大学大学院農学研究院准教授 

 正谷 達膳 鹿児島大学共同獣医学部特任助教 
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 松尾 智英 鹿児島大学農学部共同獣医学部准教授 
三橋 進也 北海道大学大学院農学研究院特任講師 
山岸 潤也 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター准教授 
吉田 栄人 金沢大学医薬保健研究域薬学系教授 

 Chia-Kwung F. Taipei Medical University, Prof 
 Edouard V. Tufts Medical Center, Assist. Prof. 
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