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青木　亮 ｱｵｷ ﾘﾖｳ 神経科学一般
ゼブラフィッシュ線条体における
直接及び間接経路投射神経の個
別可視化解析

東京大学
総合文化・准教授・坪
井　貴司

阿部　真人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 生態・環境
寄生蜂Pimplaの記憶と学習に基
づく宿主探索行動解析とモデル-
迅速な適応性

東京大学
総合文化・教授・嶋田
正和

荒牧　峻彦 ｱﾗﾏｷ ﾀｶﾋｺ 構造生物化学
大腸菌プライモソーム構成因子
PriCの構造および機能解析

九州大学
薬学（系）・教授・植田
正

有賀　裕二郎 ｱﾘｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 機能生物化学
炎症応答の特異性を決定する核
タンパク質IκB-ζを介した転写
制御機構とその意義

東北大学
生命科学・教授・牟田
達史

石川　大介 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神経科学一般
海馬ニューロンの自発的可塑性
の究明

東京大学
薬学（系）・教授・松木
則夫

石原　潤一
ｲｼﾊﾗ ｼﾞﾕﾝｲ
ﾁ

発生生物学
一細胞顕微操作系を援用した多
細胞性シアノバクテリアの形態形
成原理の解明

早稲田大学
理工学・准教授・岩崎
秀雄

市野　琢爾 ｲﾁﾉ ﾀｸｼﾞ
植物分子生物・
生理学

タンパク質輸送系と液胞構造維
持機構からみた二次代謝産物の
蓄積機構の解明

京都大学
理学（系）・教授・西村
いくこ

伊藤　容子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 細胞生物学
植物細胞におけるゴルジ体ダイ
ナミクスの解析

東京大学
理学（系）・教授・中野
明彦

井上　志保里 ｲﾉｳｴ ｼﾎﾘ
環境影響評価・
環境政策

海洋酸性化が引き起こす造礁サ
ンゴからソフトコーラルへの群集
シフトの評価

東京大学
理学（系）・教授・茅根
創

今村　春菜 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾅ ゲノム生物学
LC-MS/MSを用いたキナーゼ-基
質ペア情報の網羅的探索とデー
タマイニング

京都大学
薬学（系）・教授・石濱
泰

内田　好海 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾐ 機能生物化学
ストレスシグナルによる概日リズ
ム制御の分子メカニズムおよび
生物学的意義の解明

東京医科歯科大
学

難治疾患研究所・教
授・仁科　博史

瓜生　央大 ｳﾘﾕｳ ｵｳﾀ 動物生理・行動
昆虫の昼行性・夜行性に関わる
概日時計機構の分子生物学的解
析

岡山大学
自然科学・教授・富岡
憲治

大谷　洋介 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｽｹ 自然人類学
ニホンザル雄と群れの空間配置
と採食、繁殖戦略

京都大学
霊長類研究所・准教
授・半谷　吾郎

岡田　和訓 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 進化生物学
咽頭弓進化の理解を目指した
Pax1転写制御機構の進化の解明

筑波大学
生命環境科学・教授・
和田　洋
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岡田　直幸 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 分子生物学
微小管結合タンパク質Alp14の機
能解析及び細胞周期依存的な局
在変化機構の解明

東京大学
理学（系）・教授・山本
正幸

小川　浩太 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ 生態・環境
環境依存的な染色体放出による
アブラムシの雄産生機構の解明

北海道大学
環境科学・准教授・三
浦　徹

小椋　陽介 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｽｹ 発生生物学
ホヤの中枢神経系構築過程にお
いて細胞周期を分化・形態形成と
協調させる機構の解明

筑波大学
生命環境科学・准教
授・笹倉　靖徳

貝塚　剛志 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 分子生物学
哺乳類オートファジーの制御機構
の解析

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・水
島　昇

笠田　実 ｶｻﾀﾞ ﾐﾉﾙ 進化生物学
迅速な進化を考慮したメタ個体群
動態の理論・実験的研究

東京大学
総合文化・准教授・吉
田　丈人

加生　和寿 ｶｼﾖｳ ｶｽﾞﾄｼ 分子生物学
複製開始因子を活性化する新規
DNA配列の増殖相、細胞周期と
協調した制御機構

九州大学
薬学（系）・教授・片山
勉

片山　耕大 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀ 生物物理学
霊長類色覚視物質の赤外分光研
究

名古屋工業大学
工学（系）・教授・神取
秀樹

加藤　英明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 生物物理学
X線結晶構造解析に基づく改変型
チャネルロドプシンの創出

東京大学
理学（系）・教授・濡木
理

加藤　めぐみ ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 構造生物化学
真核アミノアシルtRNA合成酵素
による自然免疫活性化の構造基
盤の解明

東京大学
理学（系）・教授・濡木
理

苅郷　友美 ｶﾘｺﾞｳ ﾄﾓﾐ 動物生理・行動
生殖周期において時間的制御を
行う神経回路の解明

東京大学
理学（系）・教授・岡
良隆

菅野　菜々子 ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ 生態・環境
細菌細胞が非分裂条件下で生き
のびる機構とエネルギーの関係

首都大学東京
理工学・教授・松浦
克美

古賀　皓之 ｺｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 進化生物学
棘皮動物のプルテウス幼生形態
の収斂進化をもたらした分子機構
の解明

筑波大学
生命環境科学・教授・
和田　洋

小林　幹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 構造生物化学
ウイルスに特異的な複製マシー
ナリーの構造基盤の解明と創薬
への応用

東京大学
理学（系）・教授・濡木
理

小林　曉吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｳｺﾞ
遺伝・ゲノム動
態

線虫の温度受容細胞AFDニュー
ロンにおける記憶形成分子メカニ
ズムの解明

名古屋大学
理学（系）・教授・森
郁恵
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小林　穂高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀｶ 神経科学一般
Rab35-centaurinβ2複合体によ
る神経突起伸長メカニズムの解
明

東北大学
生命科学・教授・福田
光則

小林　真希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 分子生物学
miRNA経路におけるRISC積み込
み因子の探索と同定

東京大学
分子細胞生物学研究
所・准教授・泊　幸秀

迫　洸佑 ｻｺ ｺｳｽｹ 分子生物学
脊椎動物未受精卵の分裂停止因
子Emi2の活性制御機構の解析

九州大学
システム生命科学・教
授・佐方　功幸

七野　悠一 ｼﾁﾉ ﾕｳｲﾁ 分子生物学
分裂酵母の減数分裂に必須なノ
ンコーディングRNAであるmeiRNA
の局在化機構

東京大学
理学（系）・教授・山本
正幸

篠塚　直美 ｼﾉﾂｶ ﾅｵﾐ 発生生物学
神経管閉鎖におけるカスパーゼ
活性化の生理的意義の解明

東京大学
薬学（系）・教授・三浦
正幸

清水　康平 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ
システムゲノム
科学

切断プロファイリング解析による
カスパーゼ依存シグナル伝達ネッ
トワーク機構の解明

愛媛大学
理工学・准教授・澤崎
達也

杉浦　一徳 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ
植物分子生物・
生理学

植物細胞内レドックス状態変化の
リアルタイム可視化技術の開発

東京工業大学
生命理工学・教授・久
堀　徹

鈴木　篤史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 細胞生物学
神経細胞形態形成における細胞
膜輸送と細胞骨格系とのクロス
トーク機構の解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
金保　安則

鈴木　和也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 生物物理学
紡錘体における力学的情報伝達
機構の研究-形状の対称性と染
色体分配における意義-

早稲田大学
理工学・教授・石渡
信一

鈴木　雄也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 生態・環境
メダカ属魚類の地理的分布域の
規定要因に関する研究

琉球大学
熱帯生物圏研究セン
ター・教授・山平　寿
智

清家　泰介 ｾｲｹ ﾀｲｽｹ
遺伝・ゲノム動
態

分裂酵母の新規接合型への実験
的アプローチ

大阪市立大学
理学（系）・教授・中村
太郎

石　東博 ｾｷ ﾄｳﾊｸ 発生生物学
平面内細胞極性の機構解明と再
構成系の樹立ーマウス卵管を用
いてー

京都大学
生命科学・教授・上村
匡

関　亮平 ｾｷ ﾘﾖｳﾍｲ 発生生物学
形態の種間差を創出する多様化
機構の解明：四足動物の指形態
形成機構をモデルとして

東北大学
生命科学・教授・田村
宏治

瀬戸　裕介 ｾﾄ ﾕｳｽｹ 神経科学一般
多様な神経細胞の生み分けに関
与する転写因子カスケードの解
明

早稲田大学
理工学・教授・石渡
信一
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高根　香織 ﾀｶﾈ ｶﾎﾘ ゲノム生物学
マルチオミクス解析を基軸とした
カブトエビの進化及び発生の分子
基盤の解明

慶應義塾大学
政策・メディア・研究科
委員・金井　昭夫

高橋　朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 分子生物学
二本鎖RNA結合タンパク質TRBP
の遺伝子サイレンシングにおける
機能

東京大学
理学（系）・准教授・程
久美子

高橋　昌幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 分子生物学
多発性骨髄腫治療用sgRNA薬の
開発

新潟薬科大学
応用生命科学・教授・
梨本　正之

武石　幸容 ﾀｹｲｼ ﾕｷﾏｻ 分子生物学
ヒトDNA損傷応答センサー系の再
構築

九州大学
システム生命科学・教
授・釣本　敏樹

玉木　聡志 ﾀﾏｷ ｻﾄｼ
生体生命情報
学

シンセティックバイオロジーにおけ
る生命デザインのための最適コド
ン解析

慶應義塾大学
政策・メディア・研究科
委員・冨田　勝

玉置　貴之 ﾀﾏｷ ﾀｶﾕｷ
植物分子生物・
生理学

CLV3プロセシングの解析 東京大学
理学（系）・教授・福田
裕穂

筒井　大貴 ﾂﾂｲ ﾋﾛｷ
植物分子生物・
生理学

レーザーインジェクション技術を
基盤とした配偶体間相互作用を
支える助細胞機能の解明

名古屋大学
理学（系）・教授・東山
哲也

角田　智詞 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 生態・環境
植物と地下部植食者の相互作用
機構～モデル実験系を用いた双
方の動態に着目した検討

首都大学東京
理工学・准教授・鈴木
準一郎

坪井　達久 ﾂﾎﾞｲ ﾀﾂﾋｻ 分子生物学
Pab1pによる翻訳非依存のmRNA
安定化機構と新たなNGDの分子
機構の解明

東北大学
薬学（系）・教授・稲田
利文

坪田　匡史 ﾂﾎﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 神経科学一般
遺伝子改変ニューロンの光活性
化ラベル法を用いた霊長類認知
記憶形成の分子機構の解明

東京大学
医学（系）・教授・宮下
保司

寺内　真 ﾃﾗｳﾁ ﾏｺﾄ 形態・構造
多細胞体制藻類における原形質
連絡の構造機能解析

北海道大学
環境科学・教授・本村
泰三

冨菜　雄介 ﾄﾐﾅ ﾕｳｽｹ 動物生理・行動
アメリカウミザリガニを用いた無脊
椎動物における高次学習能の行
動生理学的解析

北海道大学
生命科学・教授・高畑
雅一

友常　満利 ﾄﾓﾂﾈ ﾐﾂﾄｼ 生態・環境
ミクロMRIによる非破壊的な土壌
構造解析に基づく二酸化炭素放
出メカニズムの解明

早稲田大学
教育・総合科学・教
授・小泉　博

鳥澤　嵩征 ﾄﾘｻﾜ ﾀｶﾕｷ 生物物理学
細胞質ダイニンが一方向性を獲
得するための要因の決定

東京大学
総合文化・教授・豊島
陽子
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中尾　章人 ﾅｶｵ ｱｷﾄ
神経化学・神経
薬理学

新規カルシウムチャネル輸送制
御分子の生理的意義の解明

京都大学
工学（系）・教授・森
泰生

西田　優也 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 機能生物化学
ヌクレオイド構成タンパク質 HU を
手がかりとした核様体システムの
解明

大阪大学
生命機能・教授・倉光
成紀

西村　裕一 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 構造生物化学
ORL1疼痛受容体のスーパーアン
タゴニストを鎮痛薬として創製す
る

九州大学
理学（系）・教授・下東
康幸

新田　陽平 ﾆﾂﾀ ﾖｳﾍｲ 発生生物学
ショウジョウバエ嗅覚記憶中枢を
モデルとした神経回路形成と機能
発現の統合的解析

東京大学
理学（系）・兼任教授・
多羽田　哲也

幡野　敦 ﾊﾀﾉ ｱﾂｼ
応用ゲノム科
学

リン酸化定量プロテオミクスによ
るTGF-βシグナル伝達機構の解
明

九州大学
医学（系）・教授・中山
敬一

秦野　智行 ﾊﾀﾉ ﾄﾓﾕｷ 細胞生物学
分裂酵母を用いたtarget of
rapamycin複合体2の活性制御機
構解析

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・高木　博史

林　謙太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ
生体生命情報
学

細胞シミュレーションによるTNF及
びTRAILシグナル伝達の細胞死
誘導機構の解明

慶應義塾大学
政策・メディア・研究科
委員・冨田　勝

林　優紀 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ
植物分子生物・
生理学

気孔開口の駆動力を形成する細
胞膜プロトンポンプの活性制御因
子の解明

名古屋大学
理学（系）・准教授・木
下　俊則

番匠　俊博
ﾊﾞﾝｼﾞﾖｳ ﾄｼﾋ
ﾛ

発生生物学
機械刺激依存的プロモーターを
用いた生体応答の可視化の研究

東北大学
加齢医学研究所・教
授・小椋　利彦

東山　大毅 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛｷ 形態・構造
脊椎動物における、上顎領域の
起源と形態進化

神戸大学
理学（系）・教授・倉谷
滋

平野　孝昌 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾏｻ 分子生物学
ES細胞のアイデンティティー形成
に関与するmicroRNAの同定とそ
の機能解析

慶應義塾大学
医学（系）・教授・塩見
春彦

福薗　嵩 ﾌｸｿﾞﾉ ﾀｶｼ 分子生物学
線虫をモデル系としたパーキンソ
ン病原因因子LRRK2の制御機構

名古屋大学
理学（系）・教授・松本
邦弘

福永　圭佑 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 機能生物化学
プロテアソーム活性化因子の分
子集合機構の解明

東京大学
新領域創成科学・客
員教授・田中　啓二

堀越　直樹 ﾎﾘｺｼ ﾅｵｷ 構造生物化学
相同組換え修復に関わる新規因
子ヒトSPF45の機能及び構造解
析

早稲田大学
理工学・教授・胡桃坂
仁志



ＤＣ１・生物学　84名　平成23年度特別研究員採用者一覧

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

間島　慶 ﾏｼﾞﾏ ｹｲ 神経科学一般
皮質脳波による視覚情報デコー
ディング

奈良先端科学技
術大学院大学

情報科学・客員准教
授・神谷　之康

松田　一成 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 発生生物学
EpiSC由来の幹細胞群を用いた、
神経板の領域特異的な形成機構
の研究

大阪大学
生命機能・教授・近藤
寿人

三田尾　悌 ﾐﾀｵ ﾔｽｼ
植物分子生物・
生理学

オーキシン受容体の機能分化 大阪大学
理学（系）・教授・柿本
辰男

湊原　圭一郎
ﾐﾅﾄﾊﾗ ｹｲｲﾁ
ﾛｳ

神経化学・神経
薬理学

新規接着分子LRRTMによるシナ
プス形成促進機構の解明

京都大学
理学（系）・教授・藤吉
好則

向井　裕美 ﾑｶｲ ﾋﾛﾐ 動物生理・行動
亜社会性ツチカメムシ類の孵化コ
ミュニケーションシステムとその進
化プロセスの解明

鹿児島大学
農学（系）・教授・野間
口　眞太郎

森井　悠太 ﾓﾘｲ ﾕｳﾀ 生態・環境
近縁種間における生殖隔離の成
立と維持機構の研究

東北大学
生命科学・准教授・千
葉　聡

森田　晶子 ﾓﾘﾀ ｼﾖｳｺ 神経科学一般
脳におけるコンドロイチン硫酸プ
ロテオグリカンと神経回路可塑性

京都工芸繊維大
学

工芸科学・准教授・宮
田　清司

森田　航 ﾓﾘﾀ ﾜﾀﾙ 自然人類学
先史時代中南米における歯の形
態を用いた集団移動の解明

京都大学
理学（系）・教授・中務
真人

森本　大智 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 構造生物化学
新規ポリユビキチン鎖の構造およ
び形成機構の解明

京都大学
工学（系）・教授・白川
昌宏

谷口　順子 ﾔｸﾞﾁ ｼﾞﾕﾝｺ 進化生物学
繊毛遊泳型幼生の頂毛は神経が
発達する前段階の感覚器として
機能しているのか？

筑波大学
生命環境科学・教授・
稲葉　一男

八巻（篠崎）
鮎太

ﾔﾏｷ（ｼﾉｻﾞｷ）
ｱﾕﾀ

生態・環境
鯨骨を用いたサツマハオリムシの
生態学

広島大学
生物圏科学・客員准
教授・藤原　義弘

山下　由衣 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
植物分子生物・
生理学

リボソームの翻訳伸長停止と共
役したmRNA分解：植物における
新規転写後制御の研究

北海道大学
生命科学・教授・内藤
哲

米田　竜馬 ﾖﾈﾀﾞ ﾘﾖｳﾏ 形態・構造
精子形成時におけるTESSP遺伝
子クラスターのクロマチン構造と
機能解析

北海道大学
生命科学・准教授・木
村　敦

李　翠芳 ﾘ ｽｲﾎｳ 細胞生物学
細胞内輸送システムによるイノシ
トールリン脂質シグナル伝達経路
の空間的制御機構

近畿大学
薬学（系）・教授・杉浦
麗子


