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飯島 勝矢＊

高齢社会総合研究機構 機構長
未来ビジョン研究センター 教授
専門 :老年医学、在宅医療、 虚弱予防、医学教育

大月  敏雄＊

高齢社会総合研究機構 副機構長
大学院工学系研究科 建築学専攻 教授
専門 :建築計画、住宅計画

祐成 保志＊（2021年度より副機構長）
高齢社会総合研究機構　副機構長
大学院人文社会系研究科 社会文化研究専攻 准教授
専門 :社会学

二瓶 美里＊

大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 准教授
専門 :生活支援工学、リハビリテーション工学

檜山　敦＊

先端科学技術研究センター 身体情報学分野 特任教授
専門 :統合現実感、ヒューマンインターフェース、
　　    ジェロンテクノロジー

松田 雄二＊

大学院工学系研究科 建築学専攻 准教授
専門 :建築計画

菅原 育子＊（2020年度）
未来ビジョン研究センター　特任講師
専門 :社会心理学、社会老年学

孫　輔卿＊

未来ビジョン研究センター 特任講師
専門 :老年医学

秋山 弘子
未来ビジョン研究センター 客員教授
東京大学名誉教授
専門 :老年学

辻　哲夫
未来ビジョン研究センター 客員研究員
専門 :在宅医療、ケア政策、社会保障政策

田中 敏明
先端科学技術研究センター 特任研究員（シニアアドバイザー）
専門 :福祉工学、理学療法学、人間工学、病態運動学

梅本 大輔
先端科学技術研究センター 特任研究員
専門 :住まい環境計画、コミュニティ再生

高瀬 麻以
特任研究員
専門 :海洋科学、分子生物学、臨床栄養学

田中 友規
特任研究員
専門 :老年医学、健康マネジメント学
テーマ : フレイル予防

中村 美緒
新領域創成科学研究科 特任研究員
専門 :福祉用具学、生活リハビリテーション

藪 謙一郎
先端科学技術研究センター 特任研究員
専門 :福祉工学、音声信号処理、情報支援機器、
          バリアフリー

＊：研究戦略会議メンバー　五十音順（氏名または出向元）　2022年3月1日現在
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神谷 哲朗
学術専門職員
専門 :ケア政策、在宅医療、虚弱予防

田中 康夫
学術専門職員
専門 :産学連携
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松本 佳子（2020年度）

学術専門職員
専門 :健康社会学、在宅ケア

𠮷田 涼子
学術専門職員
専門 :リビングラボ研究

乾　裕之
（イオン株式会社より出向）
学術専門職員
専門 :産学連携、虚弱予防

細萱 一立（2021年度）

（鎌倉市より出向）
学術支援職員
専門 :社会福祉政策

沖田 征也（2020年度）

（呉市より出向） 
学術支援職員
専門 :社会福祉政策

礒本 勇人（2021年度）

（呉市より出向） 
学術専門職員
専門 :社会福祉政策

遠藤 良顕（2020年度）

（春日部市より出向） 
学術専門職員
専門 :政策形成

関根 伸弘（2021年度）

（春日部市より出向） 
学術専門職員
専門 :政策形成

鶴岡 佑樹
（日本年金機構より出向） 
学術専門職員
専門 :社会保障政策

中村 達也（2021年度）

（日本年金機構より出向） 
学術専門職員
専門 :社会保障政策

小林 寛範（2020年度）

（東大阪市より出向）
学術専門職員
専門 :社会福祉政策

井上 結梨（2020 年度）

（東大和市より出向） 
学術専門職員
専門 :社会福祉政策

久保　梢（2021年度）

（東大和市より出向） 
学術専門職員
専門 :社会福祉政策

佐藤 雄太
（富士見市より出向） 
学術専門職員
専門 :社会福祉政策

コアメンバー
五十音順（氏名または出向元）　2022年3月1日現在
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榊原 拓磨
（株式会社ＮＴＴドコモより出向） 
共同研究員
専門 :産学連携、情報通信

川村　淳
（株式会社ロッテより出向）
学術専門職員
専門 :食品科学

内山 奈美
（キユーピー株式会社より出向） 
協力研究員
専門 :産学連携、食品科学、虚弱予防

永谷 美幸
（サンスター株式会社より出向） 
協力研究員
専門 :口腔保健学

田中 紀之
（大和ハウス工業株式会社より出向） 
協力研究員
専門 :居住計画、住宅地再生

泉　綾子（2020年度）

（株式会社フードケアより出向） 
協力研究員
専門 :食品科学、栄養学

高木 麻祐子
（株式会社フードケアより出向） 
協力研究員
専門 :食品科学、栄養学

コアメンバー
五十音順（氏名または出向元）　2022年3月1日現在

名和 淳子 学術専門職員

福田 綾子 学術専門職員

宮原 章子 学術専門職員

林 奈美子 特任専門職員

大屋　綾 事務補佐員

櫻井 絵里 事務補佐員

関野 友子 事務補佐員

井口 智子 事務スタッフ

瀧川 明子 事務スタッフ

事務局
五十音順　2022年3月1日現在
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参画教員
＊：運営委員　2022年3月1日現在

統括運営委員
順不同　2022年3月1日現在

飯島 勝矢＊
高齢社会総合研究機構 機構長
未来ビジョン研究センター 教授

大月 敏雄＊
高齢社会総合研究機構 副機構長
大学院工学系研究科 建築学専攻 教授

祐成 保志＊
高齢社会総合研究機構　副機構長
大学院人文社会系研究科 社会文化研究専攻 准教授

染谷 隆夫
大学院工学系研究科 研究科長
大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授

大久保 達也
副学長
大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 教授

伊藤 大知
大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 教授

松田 雄二＊
大学院工学系研究科 建築学専攻 准教授

淺間　一＊
大学院工学系研究科 精密工学専攻 教授

太田　順
大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授
 

加藤 淳子
大学院法学政治学研究科 総合法政専攻 教授

米村 滋人＊
大学院法学政治学研究科 法曹養成専攻 教授
 

橋本 英樹
大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 教授

秋下 雅弘
大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 教授

鈴木 基文（2020年度）
大学院医学系研究科 外科学専攻 准教授

山本 則子＊
大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 教授

井口 高志＊
大学院人文社会系研究科 社会文化研究専攻 准教授

三坂　巧
大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 准教授

八木 洋憲＊
大学院農学生命科学研究科 
農業・資源経済学専攻 准教授
 

太田 邦史（2020年度）
大学院総合文化研究科 研究科長
大学院総合文化研究科 広域科学専攻 教授

森山　工（2021年度）
大学院総合文化研究科 研究科長
大学院総合文化研究科 地域文化研究専攻 教授

横山 ゆりか＊
大学院総合文化研究科 広域科学専攻 教授

牧野　篤
大学院教育学研究科 総合教育科学専攻 教授

高橋 美保＊
大学院教育学研究科 総合教育科学専攻 教授
 

堀　洋一（2020年度）
大学院新領域創成科学研究科 
先端エネルギー工学専攻 教授

鎌田　実（2020年度）
大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 教授

割澤 伸一（2021年度）
大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 教授

二瓶 美里＊
大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 准教授
 

葛岡 英明
大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授

鳴海 拓志＊
大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 准教授
 

小泉 秀樹
先端科学技術研究センター 共創まちづくり分野 教授

檜山　敦＊
先端科学技術研究センター 身体情報学分野 特任准教授

熊谷 晋一郎
先端科学技術研究センター 当事者研究分野 准教授

坂田 一郎
未来ビジョン研究センター 教授

染谷 隆夫
統括運営委員会 委員長
大学院工学系研究科 研究科長

大澤　裕
大学院法学政治学研究科 研究科長

齊藤 延人（2020年度）
大学院医学系研究科 研究科長

岡部 繁男（2021年度）
大学院医学系研究科 研究科長

大西 克也（2020年度）
大学院人文社会系研究科 研究科長

秋山　聰（2021年度）
大学院人文社会系研究科 研究科長

堤　伸浩
大学院農学生命科学研究科 研究科長

太田 邦史（2020年度）
大学院総合文化研究科 研究科長

森山　工（2021年度）
大学院総合文化研究科 研究科長

秋田 喜代美（2020年度）
大学院教育学研究科 研究科長

小玉 重夫（2021年度）
大学院教育学研究科 研究科長

大崎 博之（2020年度）
大学院新領域創成科学研究科 研究科長

出口　敦（2021年度）
大学院新領域創成科学研究科 研究科長

須田 礼仁
大学院情報理工学系研究科 研究科長

神崎 亮平
先端科学技術研究センター 所長

藤原 帰一（2020年度）
未来ビジョン研究センター センター長

城山 英明（2021年度）
未来ビジョン研究センター センター長
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飯島 勝矢
未来ビジョン研究センター 教授
高齢社会総合研究機構 機構長

大月 敏雄
大学院工学系研究科 建築学専攻 教授
高齢社会総合研究機構 副機構長

祐成 保志（2021年度）
大学院人文社会系研究科 社会文化研究専攻 准教授
高齢社会総合研究機構 副機構長

統括運営委員（オブザーバー）
順不同　2022年3月1日現在

秋山 弘子
客員教授

伊福部 達
研究顧問

内山 瑛美子
客員研究員 

荻野 亮吾
客員研究員

木全 真理
客員研究員

木村 清一
客員研究員

後藤　純
客員研究員

菅原 育子
客員研究員

高橋　競
客員研究員

舘　暲
客員研究員

辻　哲夫
客員研究員

藤﨑 万裕
客員研究員

三浦 貴大
客員研究員

村山 洋史
客員研究員

吉江　悟
客員研究員

吉澤 裕世
客員研究員

客員教員
五十音順　2022年3月1日現在

飯島勝矢　プロジェクト代表者

秋山弘子

伊福部達

大月敏雄

小泉秀樹

税所真也（2021 年度）

菅原育子（2020 年度）

孫輔卿

辻哲夫

二瓶美里

樋口範雄（2021 年度）

檜山敦

廣瀬通孝

松田雄二

ジェロントロジー
産学連携プロジェクト担当教員
五十音順　2022年3月1日現在
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