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朝妻　知子 ｱｻﾂﾏ ﾄﾓｺ 応用生物化学
ビタミンD受容体のユビキチンリ
ガーゼ活性の分子機構解明

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・加藤　茂明

阿部　健一郎 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ
基礎獣医学・基
礎畜産学

マウス卵および初期胚における
転写活性制御機構の解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・青木　不学

阿部　希望 ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 農業経済学 近代日本野菜種子屋の史的展開 筑波大学
生命環境科学・教授・
加藤　衛拡

天野　晶子 ｱﾏﾉ ｱｷｺ 食品科学
生体内ビタミンCの加齢依存的変
動機構の解明

首都大学東京
理工学・教授・相垣
敏郎

李　裕敬 ｲ ﾕｷﾞﾖﾝ 農業経済学
農業における組織化メカニズムの
解明と農業の成長産業化への可
能性評価

東京農業大学
国際食料情報学・教
授・八木　宏典

市川　まどか ｲﾁｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 応用獣医学
単為生殖型肝蛭の起源解明に関
する研究

岐阜大学
連合獣医学・兼任教
授・板垣　匡

井手　鉄哉 ｲﾃﾞ ﾃﾂﾔ 臨床獣医学
イヌの脳腫瘍における神経幹細
胞の関与と発癌機構に関する研
究

東京大学
農学生命科学・教授・
中山　裕之

稲用　裕子 ｲﾅﾓﾁ ﾕｳｺ 食生活学
小腸および脂肪細胞分化関連遺
伝子のエピジェネティックメモリー
による発現制御機構

静岡県立大学
生活健康科学・教授・
合田　敏尚

井上　賀之 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ
基礎獣医学・基
礎畜産学

デスアシルグレリンの新規生理作
用の探索ならびに受容体の同定

山口大学
連合獣医学・教授・村
上　昇

伊波　興一朗 ｲﾊ ｺｳｲﾁﾛｳ 応用獣医学
リバースジェネティクス法を用い
たアレナウイルスのウイルス蛋白
間相互作用の解析

東京大学
農学生命科学・准教
授・久和　茂

今井　岳志 ｲﾏｲ ﾀｹｼ 応用生物化学
哺乳動物における必須微量元素
セレンの運搬・代謝機構の解明

京都大学
化学研究所・准教授・
栗原　達夫

岩永　青史 ｲﾜﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ 森林科学
インドネシアの木材加工産業にお
ける原木調達戦略の変化が森林
経営に与える影響

筑波大学
生命環境科学・教授・
増田　美砂

浦山　俊一 ｳﾗﾔﾏ ｼﾕﾝｲﾁ 植物病理学
イネいもち病菌マイコウイルスの
弱毒化機構の解明とその生物防
除資材としての応用研究

東京農工大学
連合農学・教授・福原
敏行

大砂　まるみ ｵｵｽﾅ ﾏﾙﾐ
基礎獣医学・基
礎畜産学

下垂体組織幹細胞の細胞株樹立
とホルモン産生細胞への分化誘
導

明治大学
農学（系）・教授・加藤
幸雄
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小賀田　拓也 ｵｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 植物病理学
グループⅧ ERFの下流に位置す
るHR細胞死関連遺伝子の探索

東京農工大学
連合農学・准教授・松
下　保彦

岡村　永一 ｵｶﾑﾗ ｴｲｲﾁ
応用分子細胞
生物学

酵母人工染色体導入マウスを用
いたアリル特異的エピジェネ
ティック・マークの探索

筑波大学
生命環境科学・准教
授・谷本　啓司

小川　浩平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 応用昆虫学
土着寄生蜂を用いたイエバエ類
の総合的害虫管理技術の確立

愛媛大学
連合農学・教授・荒川
良

沖山　友哉 ｵｷﾔﾏ ﾕｳﾔ 育種学
Oryza sativaにおける自己免疫応
答型雑種弱勢発生機構の研究

東京農工大学
連合農学・兼任准教
授・久保山　勉

小倉　由資 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ
生物生産化学・
生物有機化学

有機合成化学的手法を用いた癌
細胞転移阻害剤の開発とそれに
関する生物学的研究

東京大学
農学生命科学・教授・
渡邉　秀典

片倉　文彦 ｶﾀｸﾗ ﾌﾐﾋｺ 応用獣医学
造血機構解明に向けた魚類造血
幹／前駆細胞の増殖・分化を再
現可能な培養系の構築

日本大学
獣医学・教授・中西
照幸

片山　歩美 ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 森林科学
間伐はスギ・ヒノキ林の地上部・
地下部への炭素配分に影響を及
ぼすのか？

九州大学
生物資源環境科学・
教授・大槻　恭一

金子　賢太朗 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ 食品科学
食欲調節および睡眠調節作用を
有する経口投与で有効な食品由
来低分子ペプチドの開発

京都大学
農学（系）・准教授・大
日向　耕作

木村　成子 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｺ 環境動態解析
有毒ミクロキスティス殺滅ファージ
の感染に関する生理・分子生態
学的研究

京都大学
農学（系）・准教授・吉
田　天士

久我　和史 ｸｶﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 応用獣医学
豚非定型ロタウイルスの分子疫
学に関する研究

岐阜大学
連合獣医学・客員教
授・恒光　裕

國武　絵美 ｸﾆﾀｹ ｴﾐ 応用微生物学
遺伝子タギング法による糸状菌
セルラーゼ遺伝子発現制御因子
の同定とその機能解析

大阪府立大学
生命環境科学・教授・
川口　剛司

小嶋　大亮 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 応用獣医学
感染実験モデルにおける狂犬病
の発病機序に関する病理学的研
究

北里大学
獣医畜産学・准教授・
朴　天鎬

小林　亮介
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳｽ
ｹ

基礎獣医学・基
礎畜産学

イヌの腎糸球体における足細胞
関連分子の研究

麻布大学
獣医学・教授・代田
欣二

小村　智美 ｺﾑﾗ ﾄﾓﾐ 食生活学
乳酸菌による線虫の寿命延長お
よび生体防御賦活の機構

大阪市立大学
生活科学・教授・西川
禎一
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阪井　裕太郎 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 水産学一般
資源・経営両面の持続性を備え
た漁業管理システムの確立に関
する研究

東京大学
農学生命科学・教授・
黒倉　壽

酒徳　昭宏 ｻｶﾄｸ ｱｷﾋﾛ 水産学一般
多種類の海藻を分解できる細菌
Myt-1のキャラクタリゼーション

富山大学
理工学・教授・中村
省吾

佐藤　奨平 ｻﾄｳ ｼﾖｳﾍｲ 農業経済学
うま味調味料産業における技術
革新に関する経営史的研究

日本大学
生物資源科学・教授・
木島　実

柴田　泰宙 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾄｷ 水産学一般
空間分布パタンの異なる複数鯨
種の個体数同時推定法の開発

横浜国立大学
環境情報（学）・教授・
松田　裕之

柴田　裕介 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 植物病理学
ナス科植物におけるジャガイモ疫
病菌に対する抵抗性因子の網羅
的解析

名古屋大学
生命農学・助教・竹本
大吾

杉村　和紀 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ 木質科学
可撓性高分子との相溶ブレンドに
よるセルロースエステル誘導体材
料の高機能化

京都大学
農学（系）・教授・西尾
嘉之

杉本　親要 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｶﾄｼ 水産学一般
イカ類における視覚的コミュニ
ケーションを介した群れの維持機
構の解明

琉球大学
理学（系）・教授・池田
譲

須田　碧海 ｽﾀﾞ ｱｵﾐ 環境動態解析
火山灰土壌におけるマンガン/鉄
酸化物と重金属動態

筑波大学
生命環境科学・教授・
東　照雄

住田　壮 ｽﾐﾀﾞ ﾀｹｼ
応用分子細胞
生物学

新規分子ディスプレイ技術を用い
た二重特異性抗体の開発

慶應義塾大学
理工学・准教授・土居
信英

徐　美暎 ｿ ﾐﾖﾝ 水産学一般
通し回遊魚ウナギにおける浸透
圧調節メカニズムの解明

東京大学
農学生命科学・教授・
金子　豊二

高杉　征樹 ﾀｶｽｷﾞ ﾏｻｷ
応用分子細胞
生物学

マウスにおける成熟期前からの
進行性のDNAメチル化変化の原
因の解析

東京大学
農学生命科学・教授・
塩田　邦郎

高野　裕史 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 臨床獣医学
イヌおよびネコにおける心エコー
を用いた局所心筋機能評価の基
礎的検討および臨床応用

麻布大学
獣医学・准教授・藤井
洋子

高橋　遼平 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳﾍｲ 文化財科学
古DNA、形態情報を用いた先史
時代琉球列島への家畜ブタ導入
経路の解明

総合研究大学院
大学

先導科学・准教授・本
郷　一美

田中　聡一 ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁ 木質科学
ミリ波を利用した木材の非破壊試
験　「ミリ波に対する木材の透過
特性」

京都大学
農学（系）・教授・奥村
正悟
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谷　聡一郎 ﾀﾆ ｿｳｲﾁﾛｳ 応用昆虫学
土壌難防除害虫の天敵における
定位促進を考慮した生息地管理
法の研究

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・上野　高敏

田原　優 ﾀﾊﾗ ﾕｳ 食生活学
食餌性体内時計同調の作用機序
に基づいた時間栄養学によるリ
ズム障害の改善効果研究

早稲田大学
理工学・教授・柴田
重信

千葉　洋子 ﾁﾊﾞ ﾖｳｺ 応用微生物学
代謝生化学とオミックスの融合に
よる絶対独立栄養性水素細菌の
グリシン代謝系の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
五十嵐　泰夫

塚本　俊太郎
ﾂｶﾓﾄ ｼﾕﾝﾀﾛ
ｳ

食品科学
緑茶カテキンEGCGの細胞増殖に
対する二面性制御機構の解明

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・立花　宏文

津山　濯 ﾂﾔﾏ ﾀｸ 木質科学
分化中木部におけるリグニン前
駆物質の輸送メカニズムの解明

京都大学
農学（系）・教授・高部
圭司

鶴丸　優介 ﾂﾙﾏﾙ ﾕｳｽｹ 応用生物化学
ホップの芳香族プレニル化酵素
遺伝子の機能解析と物質生産に
向けた応用研究

京都大学
生存圏研究所・教授・
矢崎　一史

寺西　慶太郎 ﾃﾗﾆｼ ｹｲﾀﾛｳ 水産学一般
魚類の体液浸透圧調節メカニズ
ムの解明:腎臓・膀胱の果たす役
割

東京大学
農学生命科学・教授・
金子　豊二

董　建宝 ﾄｳ ｹﾝﾎｳ 実験動物学
コットンラット馴化麻疹ウイルスの
モデル動物解析

山口大学
連合獣医学・准教授・
芳賀　猛

徳竹　由華 ﾄｸﾀｹ ﾕｶ 応用生物化学
ラット組織内コエンザイムAプール
の動態解析

東京農工大学
連合農学・兼任准教
授・長南　茂

富永　晃好 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾖｼ 作物学・雑草学
マメ科植物と根粒菌による共生窒
素固定能強化の分子基盤解明及
び作物への応用

鹿児島大学
農学（系）・准教授・鈴
木　章弘

永嶌　鮎美 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾕﾐ 応用生物化学
植物における匂い物質受容機構
およびその生理機能の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
東原　和成

中島　進吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 食品科学
消化管カルシウム感知受容体の
食品ペプチド受容体としての機能
に関する研究

北海道大学
農学（系）・助教・比良
徹

中西　昭仁 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾋﾄ
応用分子細胞
生物学

非可食バイオマスの前処理・糖化
を最適化する新規な系の構築と
その実践応用

京都大学
農学（系）・教授・植田
充美

中村　佳司 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 応用獣医学
牛ボツリヌス症由来菌の産生する
毒素の性状解析と特異診断法の
確立

大阪府立大学
生命環境科学・教授・
小崎　俊司
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楢林　大樹 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 植物病理学
新規遺伝子発現制御機構を介し
た植物ウイルスの生存戦略の解
明

京都大学
農学（系）・准教授・三
瀬　和之

西田　郁久 ﾆｼﾀﾞ ｲｸﾋｻ 応用微生物学
酵母のオルガネラに存在する新
規プロリントランスポーターの探
索と機能解析

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

西村　明 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ 応用微生物学
酵母におけるアルギニン・一酸化
窒素の合成を介した新規抗酸化
機構

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

西村　鷹則 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 応用動物科学
哺乳動物の卵成長における減数
分裂能獲得機構の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
内藤　邦彦

唄　花子 ﾊﾞｲ ﾊﾅｺ 応用動物科学
妊娠・着床期における栄養膜細
胞-子宮細胞相互作用の解析

東京大学
農学生命科学・准教
授・今川　和彦

原田　貴子 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｺ 木質科学
新規共役七員環化合物の生物生
産に向けた、ヒノキチオール生合
成経路解明とその利用

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・小名　俊博

平岩　季子 ﾋﾗｲﾜ ﾄｷｺ 森林科学
広葉樹における幹の傾斜による
あて材形成と組織化学的特徴に
関する研究

東京農工大学
連合農学・兼任教授・
吉澤　伸夫

藤井　渉 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ 応用動物科学
Cdk活性化キナーゼによる卵子
形成進行制御機構の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
内藤　邦彦

藤川　咲子 ﾌｼﾞｶﾜ ｻｷｺ 農業環境工学
理化学特性と官能評価による農
畜産物の食味の評価に関する研
究

北海道大学
農学（系）・准教授・川
村　周三

藤田　俊之 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 応用昆虫学
ローヤルゼリー中の成長因子
IDGF4のミツバチ社会における役
割の解析

東京大学
理学（系）・教授・久保
健雄

藤田　純太 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 水産学一般
エビ類の生活史戦略と遺伝的多
様性の関係を探る-クロザコエビ
属をモデルとして-

京都大学
フィールド科学教育研
究センター・教授・山
下　洋

古川　文美子 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｺ 地域研究
インドネシア・スラウェシ島のマン
グローブ植林及び資源利用がカ
ニ群集に与える影響

京都大学
アジア・アフリカ地域
研究・教授・岩田　明
久

古川　史也 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐﾔ 水産学一般
魚類の鰓における血漿カリウムイ
オン調節機構

東京大学
農学生命科学・教授・
金子　豊二

別府　史章 ﾍﾞﾂﾌﾟ ﾌﾐｱｷ 水産化学
フコキサンチンの生体内脂質代
謝制御機構の解明

北海道大学
水産科学・准教授・細
川　雅史
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法上　拓生 ﾎｳｼﾞﾖｳ ﾀｸｵ 応用動物科学
ウシ黄体機能の周期的変化と黄
体内血管内皮分布ならびにその
制御機構に関する研究

岡山大学
自然科学・教授・奥田
潔

星安　紗希 ﾎｼﾔｽ ｻｷ
応用分子細胞
生物学

翻訳後修飾による光合成装置の
量的制御

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・横田　明穗

堀　千明 ﾎﾘ ﾁｱｷ 木質科学
セルロース系バイオマスの高効
率変換を目指した担子菌の菌体
外酵素のセクレトーム解析

東京大学
農学生命科学・教授・
鮫島　正浩

正岡　直也 ﾏｻｵｶ ﾅｵﾔ 森林科学
高密度水文観測による不均質な
山地崩壊発生メカニズムの解明

京都大学
農学（系）・教授・水山
高久

松沢　智彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 応用微生物学
糖類の代謝経路を改変した酵母
による有用物質生産系の確立

九州大学
生物資源環境科学・
教授・竹川　薫

松下　清文 ﾏﾂｼﾀ ｷﾖﾌﾐ 木質科学
バイオマス廃棄物を原料とする機
能性炭素材料の開発

東京農工大学
連合農学・教授・岡山
隆之

三谷　塁一 ﾐﾀﾆ ﾀｶｶｽﾞ 食品科学
機能性食品成分によるがん特異
的なアンドロゲン受容体シグナル
調節機構の制御

大阪府立大学
生命環境科学・教授・
乾　博

村井　厚子 ﾑﾗｲ ｱﾂｺ 応用獣医学
血管系腫瘍の悪性増殖機構に関
するシグナル伝達経路の解明

岐阜大学
連合獣医学・教授・柳
井　徳磨

森松　和也 ﾓﾘﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 農業環境工学
非定常環境におけるバイオフィル
ム形成後の微生物に対する最適
制御法

九州大学
生物資源環境科学・
教授・内野　敏剛

安居　佑季子 ﾔｽｲ ﾕｷｺ
応用分子細胞
生物学

光受容体相互作用因子の解析か
ら見えてくる植物の光・温度に対
する応答メカニズム

京都大学
生命科学・教授・河内
孝之

安野　恭平 ﾔｽﾉ ｷﾖｳﾍｲ
基礎獣医学・基
礎畜産学

Osborne-Mendelラットの糸球体
足細胞障害に関わる新規RAS分
子の同定

麻布大学
獣医学・教授・代田
欣二

山ギシ　崇之 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ 森林科学
病傷害を受けた樹木辺材の木部
細胞内腔に沈着する物質の化学
構造分析

東京大学
農学生命科学・教授・
松本　雄二

山口　創 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳ 農業経済学
コミュニティを基盤とした農業知識
の共有・継承システム構築に関す
る研究

神戸大学
農学（系）・教授・小野
雅之

山下　修矢 ﾔﾏｼﾀ ｼﾕｳﾔ 食品科学
分子生物学的基盤に基づいた食
品成分の抗アレルギー性評価と
その作用機序の解明

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・立花　宏文
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山田　早人 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 応用昆虫学
核多角体病ウイルス感染昆虫細
胞におけるアポトーシスの誘導と
抑制の分子機構解析

名古屋大学
生命農学・准教授・池
田　素子

姚　瑞卿 ﾖｳ ｽﾞｲｷﾖｳ 食品科学
核受容体を活性化する機能性食
品成分とその異物代謝に対する
促進効果の解明

東京大学
農学生命科学・准教
授・三坂　巧

吉村　圭司 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ
基礎獣医学・基
礎畜産学

ニワトリ品種をモデル動物として
用いた「脳ヘルニア」形成機構の
解明

名古屋大学
生命農学・准教授・齋
藤　昇

渡邉　一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 畜産学・草地学
セロトニンによる黒毛和種牛の遺
伝子多型に対応した脂肪交雑制
御機構の解明

東北大学
農学（系）・准教授・麻
生　久


