
生物学　平成２０年度

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　東京都臨床医学総合研究所・副所長 米川　博通　　　　　　　　　　　

九州大学・理学研究院・教授 石原　健　　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・教授 舘田　英典　　　　　　　　　　　

京都工芸繊維大学・応用生物学部門・教授 山口　政光　　　　　　　　　　　

千葉大学・融合科学・教授 松浦　彰　　　　　　　　　　　　
情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所・系統生物研究センター・教授 倉田　のり　　　　　　　　　　　
中京大学・教養部・教授 桑村　哲生　　　　　　　　　　　

首都大学東京・理工学研究科・准教授 鈴木　準一郎　　　　　　　　　　

滋賀県立大学・環境科学部・准教授 浦部　美佐子　　　　　　　　　　

東京大学・農学生命科学研究科・准教授 宮下　直　　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 井鷺　裕司　　　　　　　　　　　

九州大学・理学研究院・教授 巖佐　庸　　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 池内　昌彦　　　　　　　　　　　

北海道大学・先端生命科学研究院・教授 内藤　哲　　　　　　　　　　　　
東北大学・生命科学研究科・教授 西谷　和彦　　　　　　　　　　　

自然科学研究機構　基礎生物学研究所・教授 飯田　滋　　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 長谷　あきら　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・教授 柿本　辰男　　　　　　　　　　　

岡山大学・資源生物科学研究所・教授 坂本　亘　　　　　　　　　　　　
東京大学・農学生命科学研究科・教授 篠崎　和子　　　　　　　　　　　

奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科・教授 田坂　昌生　　　　　　　　　　　

東京大学・理学系研究科・教授 平野　博之　　　　　　　　　　　

大阪市立大学・理学研究科・准教授 飯野　盛利　　　　　　　　　　　

広島大学・理学研究科・教授 高橋　陽介　　　　　　　　　　　

自然科学研究機構　基礎生物学研究所・生物進化研究部門・准教授 村田　隆　　　　　　　　　　　　
（財）東京都医学研究機構　東京都神経科学総合研究所・副参事研究員 市川　眞澄　　　　　　　　　　　

日本医科大学・生物学・教授 岡　敦子　　　　　　　　　　　　
北海道大学・先端生命科学研究院・教授 山下　正兼　　　　　　　　　　　

東京大学・海洋研究所・教授 窪川　かおる　　　　　　　　　　

京都大学・理学研究科・教授 戸部　博　　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・講師 吉田　学　　　　　　　　　　　　
長崎大学・環境科学部・准教授 岡田　二郎　　　　　　　　　　　

総合研究大学院大学・葉山高等研究センター・教授 蟻川　謙太郎　　　　　　　　　　

岡山大学・自然科学研究科・教授 酒井　正樹　　　　　　　　　　　

福岡女子大学・人間環境学部・教授 小泉　修　　　　　　　　　　　　
大阪大学・生命機能研究科・教授 河村　悟　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・理系研究科・教授 谷田　一三　　　　　　　　　　　

東京大学・理学系研究科・准教授 上島　励　　　　　　　　　　　　
筑波大学・生命環境科学研究科・教授 井上　勲　　　　　　　　　　　　
北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授 齊藤　隆　　　　　　　　　　　　
九州大学・農学研究院・教授 多田内　修　　　　　　　　　　　

自然科学研究機構　基礎生物学研究所・生物進化研究部門・教授 長谷部　光泰　　　　　　　　　　

京都大学・理学研究科・准教授 曽田　貞滋　　　　　　　　　　　

富山大学・理工学研究部・教授 渡邊　信　　　　　　　　　　　　
近畿大学・農学部・教授 細谷　和海　　　　　　　　　　　

鳥取大学・地域学部・教授 鶴崎　展巨　　　　　　　　　　　

千葉大学 園芸学研究科 准教授 百原 新

5701

基礎生物学

動物生理・行動　　　

生物多様性・分類　　

遺伝・ゲノム動態　　

形態・構造　　　　　

生態・環境　　　　　

植物分子生物等　　　

5702

5703

5704

5705

5706

千葉大学・園芸学研究科・准教授 百原　新　　　　　　　　　　　　
静岡大学・理学部・准教授 塚越　哲　　　　　　　　　　　　
徳島大学・疾患酵素学研究センター・准教授 藤原　和子　　　　　　　　　　　

九州大学・医学研究院・特任教授 三原　勝芳　　　　　　　　　　　

大阪大学・理学研究科・教授 福山　恵一　　　　　　　　　　　

学習院大学・理学部・教授 芳賀　達也　　　　　　　　　　　

横浜国立大学・工学研究院・教授 内藤　晶　　　　　　　　　　　　
帝京大学・理工学部・教授 若林　健之　　　　　　　　　　　

名古屋大学・理学研究科・教授 遠藤　斗志也　　　　　　　　　　

京都大学・薬学研究科・教授 加藤　博章　　　　　　　　　　　

東京大学・総合文化研究科・准教授 栗栖　源嗣　　　　　　　　　　　

京都大学・理学研究科・教授 三木　邦夫　　　　　　　　　　　

大阪大学・蛋白質研究所・教授 高尾　敏文　　　　　　　　　　　

茨城大学・理工学研究科・教授 新村　信雄　　　　　　　　　　　

大阪大学・免疫学フロンティア研究センター・教授 木下　タロウ　　　　　　　　　　
京都大学・生命科学研究科・教授 小堤　保則　　　　　　　　　　　

東京大学・理学系研究科・教授 中野　明彦　　　　　　　　　　　

筑波大学・先端学際領域研究センター・教授 深水　昭吉　　　　　　　　　　　

北海道大学・先端生命科学研究院・教授 五十嵐　靖之　　　　　　　　　　

国立循環器病センター研究所・循環分子生理部・部長 若林　繁夫　　　　　　　　　　　

神戸大学・理学研究科・教授 鍔木　基成　　　　　　　　　　　

東京薬科大学・生命科学部・教授 多賀谷　光男　　　　　　　　　　
（財）東京都医学研究機構　東京都臨床医学総合研究所・参事研究員プロジェクトリーダー 正井　久雄　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　基礎生物学研究所・分子細胞生物学研究部門・教授 大隅　良典　　　　　　　　　　　

国立循環器病センター研究所・脈管生理部・室長 小亀　浩市　　　　　　　　　　　

京都大学・生命科学研究科・教授 根岸　学　　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 神谷　律　　　　　　　　　　　　
神戸大学・理学研究科・教授 林　文夫　　　　　　　　　　　　
東北大学・先進医工学研究機構・教授 樋口　秀男　　　　　　　　　　　

名古屋大学・工学研究科・教授 美宅　成樹　　　　　　　　　　　

奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 片岡　幹雄　　　　　　　　　　　

大阪大学・蛋白質研究所・教授 阿久津　秀雄　　　　　　　　　　

横浜市立大学・国際総合科学研究科・教授 木寺　詔紀　　　　　　　　　　　

（独）産業技術総合研究所・生物情報解析研究センター・研究チーム長 光岡　薫　　　　　　　　　　　　
法政大学・工学部・教授 川岸　郁朗　　　　　　　　　　　

（独）理化学研究所・1分子イメージング研究ユニット・ユニットリーダー 十川　久美子　　　　　　　　　　

大阪大学・生命機能研究科・教授 難波　啓一　　　　　　　　　　　

（独）情報通信研究機構・未来ICT研究センター・グループリーダー 大岩　和弘　　　　　　　　　　　

生物科学

生物物理学　　　　　

構造生物化学　　　　

機能生物化学　　　　

5801

5803

5802



生物学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
広島大学・先端物質科学研究科・教授 平田　大　　　　　　　　　　　　
東京大学・分子細胞生物学研究所・教授 加藤　茂明　　　　　　　　　　　

大阪大学・理学研究科・教授 升方　久夫　　　　　　　　　　　

横浜市立大学・医学研究科・教授 大野　茂男　　　　　　　　　　　

京都大学・生命科学研究科・教授 石川　冬木　　　　　　　　　　　

情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所・特任教授 廣瀬　進　　　　　　　　　　　　
情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所・教授 荒木　弘之　　　　　　　　　　　

（独）理化学研究所・今本細胞核機能研究室・専任研究員 水野　武　　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 有賀　早苗　　　　　　　　　　　

久留米大学・分子生命科学研究所・教授 高橋　考太　　　　　　　　　　　

大阪大学・蛋白質研究所・助手 篠原　美紀　　　　　　　　　　　

東京工業大学・生命理工学研究科・教授 白髭　克彦　　　　　　　　　　　

大阪大学・生命機能研究科・教授 月田　早智子　　　　　　　　　　

首都大学東京・理工学研究科・教授 久永　眞市　　　　　　　　　　　

奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科・教授 河野　憲二　　　　　　　　　　　
国立がんセンター研究所・癌と細胞周期研究プロジェクト・プロジェクトリーダー 田矢　洋一　　　　　　　　　　　

名古屋大学・理学研究科・教授 松本　邦弘　　　　　　　　　　　

東京大学・分子細胞生物学研究所・教授 後藤　由季子　　　　　　　　　　

筑波大学・人間総合科学研究科・教授 金保　安則　　　　　　　　　　　

徳島大学・ゲノム機能研究センター・教授 原　英二　　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・教授 藤木　幸夫　　　　　　　　　　　

東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 水島　昇　　　　　　　　　　　　
大阪大学・微生物病研究所・教授 岡田　雅人　　　　　　　　　　　

（独）理化学研究所・今本細胞核機能研究室・主任研究員 今本　尚子　　　　　　　　　　　

東京大学・総合文化研究科・教授 太田　邦史　　　　　　　　　　　

千葉大学・理学研究科・教授 遠藤　剛　　　　　　　　　　　　
島根大学・医学部・教授 浦野　健　　　　　　　　　　　　
大阪大学・生命機能研究科・教授 濱田　博司　　　　　　　　　　　

首都大学東京・理工学研究科・教授 西駕　秀俊　　　　　　　　　　　

京都大学・物質一細胞統合システム拠点・拠点長 中辻　憲夫　　　　　　　　　　　

筑波大学・生命環境科学研究科・教授 漆原　秀子　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・発生・再生科学総合研究センター・グループディレクター 松崎　文雄　　　　　　　　　　　

情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所・教授 広海　健　　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　基礎生物学研究所・統合神経生物・教授 野田　昌晴　　　　　　　　　　　

東京理科大学・基礎工学部・教授 松野　健治　　　　　　　　　　　

甲南大学・理工学部・教授 西方　敬人　　　　　　　　　　　

名古屋大学・理学研究科・教授 黒岩　厚　　　　　　　　　　　　
京都大学・医学研究科・助教 吉田　松生　　　　　　　　　　　

熊本大学・医学薬学研究部・准教授 太田　訓正　　　　　　　　　　　

東京大学・総合文化研究科・教授 伊藤　元己　　　　　　　　　　　

（独）産業技術総合研究所・生物機能工学研究部門・研究グループ長 深津　武馬　　　　　　　　　　　

兵庫県立大学・生命理学研究科・准教授 日下部　岳広　　　　　　　　　　

首都大学東京・理工学研究科・准教授 田村　浩一郎　　　　　　　　　　

信州大学・理学部・准教授 浅見　崇比呂　　　　　　　　　　

筑波大学・生命環境科学研究科・教授 橋本　哲男　　　　　　　　　　　

鳥取大学・医学部・准教授 湯浅　勲　　　　　　　　　　　　
佐賀大学 医学部 教授 埴原 恒彦

生物科学

細胞生物学　　　　　

進化生物学　　　　　

分子生物学　　　　　

発生生物学　　　　　

5805

5804

5806

5807

佐賀大学・医学部・教授 埴原　恒彦　　　　　　　　　　　

大阪大学・人間科学研究科・准教授 中野　良彦　　　　　　　　　　　

日本大学・松戸歯学部・教授 金澤　英作　　　　　　　　　　　

京都大学・霊長類研究所・准教授 友永　雅己　　　　　　　　　　　

滋賀県立大学・人間文化学部・教授 黒田　末寿　　　　　　　　　　　

千葉大学・工学研究科・教授 勝浦　哲夫　　　　　　　　　　　

京都大学・理学研究科・准教授 中務　真人　　　　　　　　　　　
（独）産業技術総合研究所・デジタルヒューマン研究センター・上席研究員 河内　まき子　　　　　　　　　　

九州大学・芸術工学研究院・教授 安河内　朗　　　　　　　　　　　

石川県立看護大学・学長 木村　賛　　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 横山　真太郎　　　　　　　　　　

芝浦工業大学・工学部・講師 安納　住子　　　　　　　　　　　

人類学

応用人類学　　　　　

自然人類学　　　　　　　 5901

5902


	審査委員一覧

