
生物学　平成１８年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・助教授　　　　　　　　 菊池　淑子　　　　　　　　　　　
京都大学・生命科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 石川　冬木　　　　　　　　　　　
大阪大学・名誉教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品川　日出夫　　　　　　　　　　
名古屋大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石浦　正寛　　　　　　　　　　　
国立遺伝学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 角谷　徹仁　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業生物資源研究所・主任研究官　　　　　　　　　 行弘　研司　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　 山倉　拓夫　　　　　　　　　　　
北海道大学・地球環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 甲山　隆司　　　　　　　　　　　
奈良女子大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 和田　恵次　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山根　正氣　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 鷲谷　いづみ　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 矢原　徹一　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三村　徹郎　　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 島崎　研一郎　　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 米田　好文　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・教授　　　　　　　　　　　　　　 島本　功　　　　　　　　　　　　
独立行政法人農業生物資源研究所・研究チーム長　　　　　　　　 徳富　光恵（宮尾光恵）　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 中村　研三　　　　　　　　　　　
名古屋大学・生命農学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 水野　猛　　　　　　　　　　　　
基礎生物学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大隅　良典　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理工学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　 朽津　和幸　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡　穆宏　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・助教授　　　　　　　　　　　　 久堀　徹　　　　　　　　　　　　
岡山大学・名誉教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本　英明　　　　　　　　　　　
兵庫県立大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 峰雪　芳宣　　　　　　　　　　　
国立遺伝学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相賀　裕美子　　　　　　　　　　
北海道大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　 高橋　孝行　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　 町田　龍一郎　　　　　　　　　　
静岡大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田中　滋康　　　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 塚谷　裕一　　　　　　　　　　　
広島大学・総合科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 安藤　正昭　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 富岡　憲治　　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　 水波　誠　　　　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 久保　健雄　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　 吉村　建二郎　　　　　　　　　　
京都大学・理学（系）研究科（研究院）・助教授　　　　　　　　 寺北　明久　　　　　　　　　　　
琉球大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太田　英利　　　　　　　　　　　
神戸大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川井　浩史　　　　　　　　　　　
千葉県立中央博物館・上席研究員　　　　　　　　　　　　　　　 宮　正樹　　　　　　　　　　　　
基礎生物学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷部　光泰　　　　　　　　　　
日本女子大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 今市　涼子　　　　　　　　　　　
京都大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白山　義久　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 常木　和日子　　　　　　　　　　
金沢大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笹山　雄一　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　 岡田　博　　　　　　　　　　　　
北海道大学・低温科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 戸田　正憲　　　　　　　　　　　
神戸大学・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小菅　桂子　　　　　　　　　　　
千葉大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 綿野　泰行　　　　　　　　　　　
愛知学院大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村松　喬　　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　 広津　建　　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　 河野　敬一　　　　　　　　　　　
大阪大学・たんぱく質研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 高尾　敏文　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 江崎　信芳　　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・助教授　　　　　　　　　　　 竹中　章郎　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　 栗栖　源嗣　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 虎谷　哲夫　　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 川畑　俊一郎　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 濡木　理　　　　　　　　　　　　
大阪大学・たんぱく質研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 中川　敦史　　　　　　　　　　　
熊本大学・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 池水　信二　　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 広瀬　茂久　　　　　　　　　　　
大阪大学・微生物病研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 岡田　雅人　　　　　　　　　　　
神戸大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小野　功貴　　　　　　　　　　　
宮城県立がんセンター（研究所）・部長　　　　　　　　　　　　 宮城　妙子　　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 水野　健作　　　　　　　　　　　
滋賀医科大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 堀池　喜八郎　　　　　　　　　　
広島大学・総合科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 小南　思郎　　　　　　　　　　　
東京大学・医科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　義一　　　　　　　　　　　
東京薬科大学・生命科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　 深見　希代子　　　　　　　　　　
群馬大学・生体調節研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 泉　哲郎　　　　　　　　　　　　
徳島大学・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塩見　美喜子　　　　　　　　　　
兵庫県立大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阪口　雅郎　　　　　　　　　　　
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学
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分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
（財）東京都医学研究機構・副参事研究員　　　　　　　　　　　 原田　慶恵　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 上田　哲男　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 木下　一彦　　　　　　　　　　　
名古屋大学・情報科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　 笹井　理生　　　　　　　　　　　
熊本大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山縣　ゆり子　　　　　　　　　　
大阪大学・たんぱく質研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 中村　春木　　　　　　　　　　　
大阪大学・産業科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 野地　博行　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　 下澤　楯夫　　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 巌佐　庸　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 白川　昌宏　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高田　彰二　　　　　　　　　　　
独立行政法人産業技術総合研究所・研究チーム長　　　　　　　　 廣瀬　恵子　　　　　　　　　　　
名古屋大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　 黒岩　厚　　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・教授　　　　　　　　　　　　　　 真木　寿治　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・主任研究員　　　　　　　　　　　　 今本　尚子　　　　　　　　　　　
京都大学・ウイルス研究所・助教授　　　　　　　　　　　　　　 村上　洋太　　　　　　　　　　　
筑波大学・人間総合科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 山本　雅之　　　　　　　　　　　
金沢大学・がん研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 村上　清史　　　　　　　　　　　
東北大学・加齢医学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　 安井　明　　　　　　　　　　　　
大阪大学・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和賀　祥　　　　　　　　　　　　
国立遺伝学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広瀬　進　　　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 釣本　敏樹　　　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・助教授　　　　　　　　 平良　眞規　　　　　　　　　　　
京都大学・医学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 武田　俊一　　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・教授　　　　　　　　　　　　 岸本　健雄　　　　　　　　　　　
（財）東京都医学研究機構・副所長　　　　　　　　　　　　　　 田中　啓二　　　　　　　　　　　
独立行政法人情報通信研究機構・グループリーダー　　　　　　　 平岡　泰　　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 馬渕　一誠　　　　　　　　　　　
広島大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水田　啓子　　　　　　　　　　　
京都大学・薬学研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　　　　 中山　和久　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　 林　純一　　　　　　　　　　　　
昭和大学・薬学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柴沼　質子　　　　　　　　　　　
大阪大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米田　悦啓　　　　　　　　　　　
同志社女子大学・薬学部・助教授　　　　　　　　　　　　　　　 和田　戈虹（孫戈虹）　　　　　　
名古屋大学・理学（系）研究科（研究院）・助教授　　　　　　　 西川　周一　　　　　　　　　　　
熊本大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永渕　昭良　　　　　　　　　　　
琉球大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　宗一　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　 古久保　克男（徳永克男）　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・教授　　　　　　　　　　　　　　 高橋　淑子　　　　　　　　　　　
東北大学・医学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 中山　啓子　　　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・講師　　　　　　　　　 吉田　学　　　　　　　　　　　　
大学共同利用機関法人自然科学研究機構（共通施設）・教授　　　 小林　悟　　　　　　　　　　　　
基礎生物学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上野　直人　　　　　　　　　　　
東京大学・分子細胞生物学研究所・教授　　　　　　　　　　　　 後藤　由季子　　　　　　　　　　
京都大学・生命科学研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 上村　匡　　　　　　　　　　　　
山口大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩尾　康宏　　　　　　　　　　　
独立行政法人理化学研究所・チームリーダー　　　　　　　　　　 見学　美根子　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　 田村　宏治　　　　　　　　　　　
総合研究大学院大学・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川　眞理子　　　　　　　　　
東京大学・理学（系）研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　 野中　勝　　　　　　　　　　　　
富山大学・理学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山田　恭司　　　　　　　　　　　
九州大学・理学（系）研究科（研究院）・助教授　　　　　　　　 粕谷　英一　　　　　　　　　　　
大阪大学・情報科学研究科・助教授　　　　　　　　　　　　　　 四方　哲也　　　　　　　　　　　
総合研究大学院大学・助教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 颯田　葉子　　　　　　　　　　　
岐阜大学・地域科学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 口藏　幸雄　　　　　　　　　　　
国立遺伝学研究所・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 齊藤　成也　　　　　　　　　　　
関西学院大学・総合政策学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 高畑　由起夫　　　　　　　　　　
明治学院大学・国際学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 古市　剛史　　　　　　　　　　　
聖マリアンナ医科大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　 平田　和明　　　　　　　　　　　
昭和大学・歯学部・講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近藤　信太郎　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川　寿一　　　　　　　　　　
杏林大学・医学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平井　直樹　　　　　　　　　　　
滋賀県立大学・人間文化学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 黒田　末寿　　　　　　　　　　　
九州大学・芸術工学研究科（研究院）・教授　　　　　　　　　　 栃原　裕　　　　　　　　　　　　
日本女子体育大学・体育学部・教授　　　　　　　　　　　　　　 片岡　洵子　　　　　　　　　　　
福岡教育大学・教育学部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　 石井　勝　　　　　　　　　　　　

生物科学

分子生物学　　　　　

進化生物学　　　　　

生物物理学　　　　　 5803

5804

細胞生物学　　　　　 5805

発生生物学　　　　　 5806
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人類学

人類学　　　　　　　 5901

生理人類学　　　　　 5902


