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氏名 カナ氏名 分科・細目 研　究　課　題 受入研究機関 受入研究者

浅野　賢治 ｱｻﾉ ｹﾝｼﾞ 農学 ・育種学
イネ矮性変異体を用いた植物伸長機構
の解明

名古屋大学
生物機能開発利用研
究センター ・助教授 ・
芦苅　基行

安部　智子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ
農芸化学 ・応用生
物化学

アシルCoA合成酵素の新機能の応用酵
素学的解析

筑波大学
生命環境科学 ・教授
・小林　達彦

石橋　和大 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ 農学 ・植物病理学
トマトTm-1因子によるトマトモザイクウイル
ス増殖抑制機構の解明

北海道大学
先端生命科学 ・教授
・内藤　哲

上田　実 ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ
ゲノム科学 ・基礎ゲ
ノム科学

異種ゲノム由来配列の遺伝子機能獲得
機構の解明

東京大学
農学生命科学 ・教授
・堤　伸浩

遠藤　墾 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

哺乳類卵の減数分裂過程におけるヒスト
ンアセチル化制御機構の解析

東京大学
農学生命科学 ・助教
授 ・内藤　邦彦

王　悦 ｵｳ ｴﾂ
林学 ・林産科学・木
質工学

温度変化に起因する不安定状態下の木
材の力学物性とその機構解明

京都府立大学
農学（系） ・教授 ・湊
和也

岡　まゆ子 ｵｶ ﾏﾕｺ
水産学 ・水産学一
般

沿岸生態系における残留性有機汚染物
質の蓄積特性に関する研究

東京大学
海洋研究所 ・教授 ・
宮崎　信之

奥田　賢一 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ
農芸化学 ・応用微
生物学

抗菌性ペプチド、ランチビオティックの耐
性機構における分子メカニズムの解明

九州大学
農学（系） ・教授 ・園
元　謙二

小倉　岳彦 ｵｸﾞﾗ ﾀｹﾋｺ
農芸化学 ・応用生
物化学

昆虫脱皮ホルモン受容体と核内受容体
共役因子の未知相互作用の解析

京都大学
農学（系） ・教授 ・宮
川　恒

尾関　丈二 ｵｾﾞｷ ｼﾞﾖｳｼﾞ 農学 ・植物病理学
ウイルス感染による全身枯死誘導メカニ
ズムの解明

東京大学
農学生命科学 ・教授
・難波　成任

落合　秋人 ｵﾁｱｲ ｱｷﾋﾄ
農芸化学 ・応用微
生物学

植物枯死体の細胞壁分解に関わるバチ
ルス属細菌酵素の構造生物学

京都大学
農学（系） ・助教授 ・
橋本　渉

甲斐　渉 ｶｲ ﾜﾀﾙ
水産学 ・水産学一
般

トラフグ性決定遺伝子の同定 東京大学
農学生命科学 ・教授
・鈴木　譲

柏崎　隼 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼﾞﾕﾝ
農芸化学 ・応用微
生物学

減数分裂特異的エンドサイトーシスの発
見とその分子メカニズムの解明

大阪市立大学
理学（系） ・講師 ・中
村　太郎

桂　真也 ｶﾂﾗ ｼﾝﾔ
林学 ・林学・森林工
学

ボーリング調査を活用した水文水質観測
及び物理試験による基岩層内の水文過
程の解明

京都大学
農学（系） ・教授 ・水
山　高久

金谷　高史 ｶﾅﾔ ﾀｶｼ
境界農学 ・応用分
子細胞生物

新規に開発した分化モデルによるＭ細胞
特異的分子の探索と機能解明

東北大学
農学（系） ・教授 ・山
口　高弘

河内　美樹 ｶﾜﾁ ﾐｷ
農芸化学 ・応用生
物化学

植物生体膜の亜鉛輸送システムの分子
機構

名古屋大学
生命農学 ・教授 ・前
島　正義

木塚　俊和 ｷﾂﾞｶ ﾄｼｶｽﾞ
農業工学 ・農業土
木・農村計

泥炭地湖沼の水文化学的環境の解明と
その生態系保全・再生手法に関する基礎
的研究

北海道大学
農学（系） ・教授 ・平
野　高司

木下　英樹 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
農芸化学 ・応用微
生物学

ヒト起源プロバイオティクスの腸管付着性
機構の解明とその応用に関する研究

東北大学
農学（系） ・教授 ・齋
藤　忠夫

クリストファー　オ
ジエウォ

ｸﾘｽﾄﾌｱー ｵｼﾞｴ
ｳｵ

農学 ・園芸学・造園
学

葉菜ソラナム二グラムの収量と品質向上
を目的とした雄性不稔系統および倍数体
の育成

岡山大学
自然科学 ・教授 ・桝
田　正治

黒瀬　大介 ｸﾛｾ ﾀﾞｲｽｹ 農学 ・植物病理学
欧米諸国へ侵入した日本産イタドリの生
物的防除に関する研究

九州大学
農学（系） ・助教授 ・
古屋　成人

小池　伸介 ｺｲｹ ｼﾝｽｹ
林学 ・林学・森林工
学

森林生態系におけるツキノワグマがヤマ
ザクラの繁殖過程で果たす役割に関する
研究

東京農工大学
連合農学 ・兼任教授
・小金沢　正昭

受入研究機関及び受入研究者の氏名・所属・職については19年4月1日現在。
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高妻　篤史 ｺｳﾂﾞﾏ ｱﾂｼ
農芸化学 ・応用微
生物学

シグマ54因子により制御される土壌細菌
の硫黄獲得機構の解析

東京大学
生物生産工学研究セ
ンター ・教授 ・山根
久和

後藤　剛 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ
農芸化学 ・食品科
学

糖・脂質代謝を制御する核内受容体の内
因性活性化因子に関する食品機能学的
研究

京都大学
農学（系） ・教授 ・河
田　照雄

小林　由紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ
畜産学・獣医学 ・応
用獣医学

コウモリ由来狂犬病ウイルスの多様性と適
応進化の解明

日本大学
獣医学 ・教授 ・酒井
健夫

権　秀賢 ｺﾝ ｽﾋﾖﾝ
農業経済学 ・農業
経済学

グリーンツーリヅムによる農村開発の成功
要因に関する研究;社会ネットワーク分析
から

東京大学
農学生命科学 ・助教
授 ・木南　章

齋　幸治 ｻｲ ｺｳｼﾞ
農業工学 ・農業土
木・農村計

生態系モデルならびに非物理モデルによ
る汽水性富栄養湖の水環境評価に関す
る研究

九州大学
農学（系） ・教授 ・平
松　和昭

坂入　旭 ｻｶｲﾘ ｱｷﾗ
境界農学 ・応用分
子細胞生物

APJ受容体の脂肪細胞特異的作用とエネ
ルギー代謝ネットワークの解明

筑波大学
生命環境科学 ・教授
・深水　昭吉

榊原　圭太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲﾀ
林学 ・林産科学・木
質工学

光エネルギー変換機能型セルロース超
薄膜の創製

京都大学
農学（系） ・教授 ・中
坪　文明

佐藤　伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ
農芸化学 ・食品科
学

肝臓における炭水化物応答性遺伝子の
転写制御機構の解析

名古屋大学
生命農学 ・教授 ・牧
正敏

佐藤　稔英 ｻﾄｳ ﾅﾙﾋﾃﾞ
農芸化学 ・応用生
物化学

非侵襲型バイオセンサの開発と電子移動
論的解析

東洋大学
生命科学 ・教授 ・大
熊　廣一

佐藤　光秀 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾃﾞ
水産学 ・水産学一
般

海洋における鉄および有機鉄配位子の
生物生産に及ぼす影響

東京大学
農学生命科学 ・教授
・古谷　研

佐藤　桃香 ｻﾄｳ ﾓﾓｶ
畜産学・獣医学 ・畜
産学・草地学

ニワトリ胚の独自的な脂質代謝機構に基
づく成長制御メカニズムの解明

九州大学
農学（系） ・教授 ・古
瀬　充宏

澤内　大輔 ｻﾜｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ
農業経済学 ・農業
経済学

日本・オーストラリア間自由貿易協定締結
が経済及び環境に及ぼす影響に関する
研究

北海道大学
農学（系） ・教授 ・出
村　克彦

清水　美順 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾌﾞ
農学 ・園芸学・造園
学

キュウリ芽生えの重力形態形成を支配す
るオーキシン応答性細胞壁タンパク質の
解析

東北大学
生命科学 ・教授 ・高
橋　秀幸

下鶴　倫人 ｼﾓﾂﾞﾙ ﾐﾁﾄ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

離乳後の社会的隔離操作がスナネズミの
社会行動および脳機能の発達に与える
影響

東京大学
農学生命科学 ・教授
・森　裕司

正田　大輔 ｼﾖｳﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
農業工学 ・農業土
木・農村計

環境に優しい施工性に優れた部分拡幅
杭の性能設計に関する研究

神戸大学
農学（系） ・教授 ・内
田　一徳

杉村　智史 ｽｷﾞﾑﾗ ｻﾄｼ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

ミニブタ体細胞クローン個体を用いたク
ローン胚由来胚性幹細胞移植モデル系
の構築

東北大学
農学（系） ・教授 ・佐
藤　英明

高島　ゆかり ﾀｶｼﾏ ﾕｶﾘ
環境学 ・環境動態
解析

有毒ラン藻殺滅ファージの宿主消滅過程
における分子生態学的解析とその感染の
分子機構

福井県立大学
生物資源学 ・教授 ・
広石　伸互

高田　直樹 ﾀｶﾀ ﾅｵｷ
林学 ・林産科学・木
質工学

木本植物の休眠・凍結耐性獲得における
光周性関連因子の機能解析

岩手大学
連合農学 ・教授 ・上
村　松生

高橋　一敏 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ
農芸化学 ・応用生
物化学

tRNA特異的なリボヌクレアーゼの分子認
識機構の解明

東京大学
農学生命科学 ・教授
・正木　春彦

高橋　由紀子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ
林学 ・林学・森林工
学

ナラ・カシ類樹木の衰退枯死を引き起こ
す病原菌の分子生態学的研究

東京大学
農学生命科学 ・教授
・宝月　岱造

多田　雄哉 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾔ
水産学 ・水産学一
般

微生物ループを駆動する主要細菌系統
群の動態解析

東京大学
海洋研究所 ・助教授
・浜崎　恒二
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谷　英典 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾉﾘ
農芸化学 ・食品科
学

蛍光消光現象を利用した新規遺伝子定
量手法の開発及び食品検査への応用

早稲田大学
理工学 ・助教授 ・常
田　聡

田端　祐介 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ
畜産学・獣医学 ・畜
産学・草地学

ネパール国タライ地域における家畜-作
物複合生産システムの栄養素循環に関
する研究

京都大学
農学（系） ・教授 ・広
岡　博之

寺原　猛 ﾃﾗﾊﾗ ﾀｹｼ
環境学 ・環境技術・
境材料

環境試料からの遺伝子資源の探索に向
けた未知有用遺伝子の迅速取得手法の
開発

早稲田大学
理工学 ・助教授 ・常
田　聡

土居　史尚 ﾄﾞｲ ﾌﾐﾅｵ
農芸化学 ・生物生
産化学

グルタミン酸拮抗阻害剤カイトセファリン
の合成研究

東京大学
農学生命科学 ・教授
・渡邉　秀典

戸松　創 ﾄﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ
農芸化学 ・植物栄
養学・土壌

植物のモリブデンによる窒素利用の制御
の解明

東京大学
生物生産工学研究セ
ンター ・助教授 ・藤原
徹

中島　健一朗 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ
農芸化学 ・応用生
物化学

味覚修飾タンパク質ネオクリンの発現生
産および構造活性相関解析

東京大学
農学生命科学 ・教授
・阿部　啓子

中島　徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ
林学 ・林学・森林工
学

生態的要因を考慮した次世代型森林資
源予測システムの開発に関する研究

東京大学
農学生命科学 ・教授
・白石　則彦

仲田　利樹 ﾅｶﾀ ﾄｼｷ
林学 ・林産科学・木
質工学

加圧熱水処理によるリグノセルロースから
のバイオエタノール生産

京都大学
エネルギー科学 ・教
授 ・坂　志朗

中野　道治 ﾅｶﾉ ﾐﾁﾊﾙ
ゲノム科学 ・応用ゲ
ノム科学

カンキツ多胚性の分子機構の解明 岐阜大学
連合農学 ・兼任教授
・大村　三男

半　智史 ﾅｶﾊﾞ ｻﾄｼ
林学 ・林産科学・木
質工学

樹木分化中木部における細胞死発現機
構の細胞生物学的研究

東京農工大学
共生科学技術 ・助教
授 ・船田　良

中村　友美 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ
生活科学 ・食生活
学

味蕾細胞内の味覚シグナル伝達機構に
おけるグルタミン酸デカルボキシラーゼの
役割解明

奈良女子大学
生活環境学 ・教授 ・
植野　洋志

仁科　拓 ﾆｼﾅ ﾀｸ
畜産学・獣医学 ・応
用獣医学

薬物誘発性QT延長症候群における心室
性不整脈の発生メカニズムに関する研究

東京大学
農学生命科学 ・教授
・局　博一

西村　裕志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ
林学 ・林産科学・木
質工学

選択的リグニン分解菌が産生する新規バ
イオサーファクタントの構造・機能解析

京都大学
生存圏研究所 ・教授
・渡辺　隆司

西村　宏 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 水産学 ・水産化学
海洋性好熱菌由来の熱・酸素耐性ヒドロ
ゲナーゼを用いた水素生産システムの開
発

京都大学
農学（系） ・教授 ・左
子　芳彦

西本　博美 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

グルコースが卵胞機能調節に果たす役
割とその作用機序の解明

岩手大学
連合農学 ・助教授 ・
手塚　雅文

羽島　知洋 ﾊｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ
農業工学 ・農業環
境工学

窒素循環構造を有する生物地球化学モ
デルの作成および気候変動時の陸域炭
素収支の推定

東京大学
農学生命科学 ・教授
・大政　謙次

畑井　仁 ﾊﾀｲ ﾋﾄｼ
畜産学・獣医学 ・応
用獣医学

神経病原性を示すトリレトロウイルスの分
子系統解析とこれを基礎とした制圧の試
み

北海道大学
獣医学 ・教授 ・梅村
孝司

服部　洋子 ﾊﾂﾄﾘ ﾖｳｺ 農学 ・育種学 浮イネの節間伸長メカニズムの解明 名古屋大学
生物機能開発利用研
究センター ・助教授 ・
芦苅　基行

林　祐妃 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ
林学 ・林学・森林工
学

植生遷移・風化・地形発達に伴う森林土
壌の孔隙構造変化が斜面水文過程に及
ぼす影響

京都大学
農学（系） ・教授 ・水
山　高久

原島　瑞 ﾊﾗｼﾏ ﾐｽﾞﾎ
農芸化学 ・応用生
物化学

肝細胞増殖において必要な因子であるア
ネキシンA3の発現調節および作用機構
の解明

日本大学
生物資源科学 ・教授
・有賀　豊彦

原田　直樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ
農芸化学 ・食品科
学

アンドロゲン受容体のN末端ドメイン結合
型コアクチベーターの作用機構の解明

大阪府立大学
生命環境科学 ・教授
・乾　博
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坂内　天 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾋﾛｼ
畜産学・獣医学 ・応
用獣医学

トキソプラズマ原虫感染における宿主細
胞関連因子の網羅的解析

帯広畜産大学
畜産学 ・教授 ・玄　学
南

日高　功太 ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾀ
農業工学 ・農業環
境工学

植物生産システムにおける環境ストレスの
回避と応用

愛媛大学
連合農学 ・併任教授
・石川　勝美

平野　将司 ﾋﾗﾉ ﾏｻｼ
環境学 ・放射線・化
学物質

甲殻類の卵黄形成調節機構の解明と人
為起源化学物質の影響評価に関する体
系的研究

熊本県立大学
環境共生 ・教授 ・有
薗　幸司

古田　賢次郎 ﾌﾙﾀ ｹﾝｼﾞﾛｳ 農学 ・応用昆虫学
新規幼若ホルモン特異的阻害剤の創製
とそれらを利用した内分泌調節機構の解
明

九州大学
農学（系） ・教授 ・桑
野　栄一

古田　千恵 ﾌﾙﾀ ﾁｴ
環境学 ・放射線・化
学物質

ディーゼル排気微粒子由来ニトロフェノー
ル類の肺癌細胞増殖活性化作用に関す
る研究

岐阜大学
連合獣医学 ・兼任教
授 ・田谷　一善

堀　美菜 ﾎﾘ ﾐﾅ
農業経済学 ・農業
経済学

カンボジアにおける小規模漁業の実態調
査

東京大学
農学生命科学 ・教授
・黒倉　壽

堀内　美緒 ﾎﾘｳﾁ ﾐｵ
農学 ・園芸学・造園
学

伝統的集落組織による資源管理システム
が里山ランドスケープの形成に与えた影
響

京都大学
農学（系） ・教授 ・森
本　幸裕

堀籠　智洋 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾁﾋﾛ
農芸化学 ・応用微
生物学

核構造の安定化に機能を持つリボソーム
生合成調節因子に関する研究

広島大学
生物圏科学 ・教授 ・
水田　啓子

前田　尚輝 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ
農芸化学 ・食品科
学

ホウレンソウ糖脂質画分の抗がん機能性
食品開発へ向けた基礎研究

神戸学院大学
食品薬品総合科学 ・
助教授 ・水品　善之

松井　健 ﾏﾂｲ ｹﾝ
農芸化学 ・応用微
生物学

細胞表層分子ディスプレイ法による細胞
への新機能賦与とその分子メカニズムの
解明

京都大学
農学（系） ・教授 ・植
田　充美

宮島　望 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
畜産学・獣医学 ・臨
床獣医学

イヌ肥満細胞腫に対するレチノイドの抗腫
瘍効果機構の解明ならびに臨床的有用
性の確立

東京大学
農学生命科学 ・教授
・佐々木　伸雄

宮本　圭 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

哺乳動物細胞の人為的リプログラミング
誘導に関する研究

京都大学
農学（系） ・教授 ・今
井　裕

村井　正俊 ﾑﾗｲ ﾏｻﾄｼ
農芸化学 ・生物生
産化学

機能性ユビキノンプローブの合成と光親
和性標識法に基づく標的膜タンパク質の
解析

京都大学
農学（系） ・助教授 ・
三芳　秀人

森坂　裕信 ﾓﾘｻｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ
境界農学 ・応用分
子細胞生物

タンパク質リン酸化にフォーカスした情報
伝達系プロテオーム解析の新規システム
開発

京都大学
農学（系） ・教授 ・植
田　充美

森田　暁 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ
農芸化学 ・生物生
産化学

強力な殺虫活性を有する Thiersinine A
および B の全合成研究

東北大学
農学（系） ・教授 ・桑
原　重文

安井　博宣 ﾔｽｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ
畜産学・獣医学 ・基
礎獣医・畜産

BOLD-fMRI法による固形腫瘍低酸素領
域に対する新規抗癌剤の非侵襲的薬効
評価

北海道大学
獣医学 ・准教授 ・稲
波　修

柳原　佳奈 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅ
境界農学 ・応用分
子細胞生物

動物細胞に対する汎用的な無血清培地
の構築を目指した研究

福井大学
工学（系） ・助教授 ・
寺田　聡

矢野　初美 ﾔﾉ ﾊﾂﾐ
農学 ・園芸学・造園
学

景観遺伝学から見た緑地植物導入が自
然環境に及ぼす影響と緑地植物の植栽
のあり方

東京大学
農学生命科学 ・教授
・武内　和彦

山口　淳一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 農学 ・応用昆虫学
カイコ突然変異体コブ（K）の原因遺伝子
と真皮細胞分裂機構の解明

東京大学
新領域創成科学 ・教
授 ・藤原　晴彦

山下　裕樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 農学 ・育種学
活動型植物レトロトランスポゾンの転移誘
導による「正の遺伝学」アプローチの確立

岡山大学
自然科学 ・教授 ・田
原　誠

山下　祐司 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ
農業工学 ・農業土
木・農村計

鹿沼土およびガラスビーズを用いたコロイ
ド促進型の汚染物質輸送挙動に関する
研究

筑波大学
生命環境科学 ・助教
授 ・足立　泰久
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山城　秀昭 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾃﾞｱｷ
畜産学・獣医学 ・応
用動物科学

受精可能なラット精子の大量保存技術の
確立

東北大学
農学（系） ・教授 ・佐
藤　英明

山名　裕介 ﾔﾏﾅ ﾕｳｽｹ
水産学 ・水産学一
般

マナマコの資源生物学的研究 北海道大学
水産科学 ・教授 ・五
嶋　聖治

横田　慎吾 ﾖｺﾀ ｼﾝｺﾞ
林学 ・林産科学・木
質工学

ナノ配向集積化による多糖分子構造膜の
界面機能設計

九州大学
農学（系） ・教授 ・割
石　博之

横山　敦 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ
農芸化学 ・応用生
物化学

TLX転写共役因子複合体の同定と解析
による、神経幹細胞未分化維持機構の解
明

東京大学
分子細胞生物学研究
所 ・教授 ・加藤　茂明

吉金　優 ﾖｼｶﾈ ﾕｳ
生物分子科学 ・生
物分子科学

ピリドキサミン－ピルビン酸アミノトランス
フェラーゼの立体構造解析と機能改変

愛媛大学
連合農学 ・併任教授
・八木　年晴

吉田　晋一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
農業経済学 ・農業
経済学

耕作放棄の要因分析と対策に関する研
究

岡山大学
環境学 ・教授 ・佐藤
豊信

吉田　穣 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ
林学 ・林産科学・木
質工学

セルロース系新規ポリマーブラシ型誘導
体類の構造解析と機能評価

東京大学
農学生命科学 ・教授
・磯貝　明

吉山　拓志 ﾖｼﾔﾏ ﾀｸｼﾞ
農芸化学 ・生物生
産化学

エクジソン生合成に必須なRieske型オキ
シゲナーゼNeverlandの機能解析

東京大学
新領域創成科学 ・教
授 ・片岡　宏誌

渡邉　健史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ
農芸化学 ・植物栄
養学・土壌

水田土壌におけるメタン生成古細菌の生
残部位と下層土中の嫌気的メタン酸化古
細菌群集

名古屋大学
生命農学 ・助教授 ・
浅川　晋
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