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青木　真理 ｱｵｷ ﾏﾘ 神経科学一般
マウスを用いた嗅覚情報処理に
おける神経回路の分子基盤の解
明

東京大学
理学（系）・教授・坂野
仁

赤松　明 ｱｶﾏﾂ ｱｷﾗ
植物分子生物・
生理学

イネ自然免疫における低分子量G
タンパク質OsRac1の活性化制御
機構の解明

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・島本　功

浅原　正和 ｱｻﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ
生物多様性・分
類

哺乳類における歯と咀嚼器官の
形態進化-食肉目を中心に

京都大学
理学（系）・教授・疋田
努

アテイーア
シハタ　モハ
メド

ｱﾃｲーｱ　ｼﾊﾀ
ﾓﾊﾒﾄﾞ

ゲノム生物学
癌特異的ペプチド、タンパク質同
定に向けた癌プロテオゲノミクス
の創成

慶應義塾大学
政策・メディア・研究科
委員・冨田　勝

飯野　敬矩 ｲｲﾉ ﾀｶﾉﾘ 生物物理学
フェムト秒レーザーを駆使した細
胞間接着機構とその生物学的機
能の力学的解明

奈良先端科学技
術大学院大学

物質創成科学・特任
准教授・細川　陽一郎

家城　直 ｲｴｷ ﾅｵ 神経科学一般
マウス嗅球の左右対称な二つの
匂い分子受容体地図による匂い
情報処理機構の解明

東京大学
医学（系）・教授・森
憲作

池田　伸 ｲｹﾀﾞ ｼﾝ 構造生物化学
ビスフェノールＡは２つの核内受
容体ERとERRの相互作用を介し
て活性増強する

九州大学
理学（系）・教授・下東
康幸

石原　誠一郎
ｲｼﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛ
ｳ

生物物理学
がん細胞におけるメカノセンシン
グ機構の解明

北海道大学
生命科学・准教授・芳
賀　永

伊藤　毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ
生物多様性・分
類

霊長類における頭骨形態の気候
環境適応

京都大学
霊長類研究所・教授・
高井　正成

伊藤　正芳 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 神経科学一般
ショウジョウバエの神経回路の細
胞系譜による網羅的同定と脳神
経ネットワークの解析

東京大学
総合文化・准教授・伊
藤　啓

伊藤　泰行 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 構造生物化学
Claudin類似4回膜貫通タンパク質
EuglenaIP39の構造および機能解
析

大阪大学
生命機能・教授・月田
早智子

伊藤　容子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 神経科学一般
ゼブラフィッシュ成魚脳を用いた
神経幹細胞/前駆細胞の増殖・分
化の分子機構の解析

早稲田大学
理工学・教授・大島
登志男

井上　丈司 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ
植物分子生物・
生理学

シロイヌナズナ発生におけるRab5
の機能

東京大学
理学（系）・准教授・上
田　貴志

岩田　亮平 ｲﾜﾀ ﾘﾖｳﾍｲ 神経科学一般
脳神経回路の形成・維持と機能
におけるαキメリンの役割

総合研究大学院
大学

生命科学・併任教授・
岩里　琢治
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江川　知花 ｴｶﾞﾜ ﾁｶ 生態・環境
湿原植物群集の発達機構に対す
る水分変動の直接・間接効果

北海道大学
環境科学・准教授・露
崎　史朗

枝松　緑 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾐﾄﾞﾘ 形態・構造
内耳蝸牛管側壁における糖輸送
体の局在とその調節機構の解明

岡山大学
自然科学・教授・近藤
康博

大谷　淳二 ｵｵﾀﾆ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 構造生物化学
テロメア特異的蛋白質複合体シェ
ルタリンによるテロメラーゼの制
御機構解明

京都大学
工学（系）・教授・白川
昌宏

岡田　啓希 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 細胞生物学
出芽酵母の表現型プロファイリン
グを用いた細胞壁合成関連タン
パク質の分子機能解析

東京大学
新領域創成科学・教
授・大矢　禎一

岡田（谷中）
冴子

ｵｶﾀﾞ(ﾔﾅｶ) ｻ
ｴｺ

生物物理学
ヒト主要組織適合複合体の揺ら
ぎと細胞の抗原提示能に関する
研究

東京大学
医科学研究所・教授・
津本　浩平

岡本　圭史 ｵｶﾓﾄ ｹｲｼ
植物分子生物・
生理学

植物の生長と環境応答を支える
植物特異的ミオシンの解析

京都大学
理学（系）・教授・西村
いくこ

岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 生態・環境
ウメマツアリにおける単為生殖と
特殊繁殖様式の進化要因の解明

金沢大学
自然システム・助教・
大河原　恭祐

尾添　淳文 ｵｿﾞｴ ｱﾂﾌﾐ 細胞生物学
インスリン受容体基質とRNAの相
互作用を介した新規タンパク質合
成誘導機構の解明

東京大学
農学生命科学・准教
授・高橋　伸一郎

金田　薫 ｶﾈﾀﾞ ｶｵﾙ 構造生物化学
哺乳類のテロメア結合蛋白質間
相互作用の構造的基盤とテロメ
ア調節機構

東京理科大学
総合化学・准教授・鳥
越　秀峰

鎌江　優一 ｶﾏｴ ﾕｳｲﾁ 動物生理・行動
マダラシミ概日時計の分子機構
の解析

岡山大学
自然科学・教授・富岡
憲治

神野　圭太 ｶﾐﾉ ｹｲﾀ
生体生命情報
学

倍変化検出型の適応的応答ダイ
ナミクスとその分子機構の解析

東京大学
総合文化・准教授・澤
井　哲

川西　亮太 ｶﾜﾆｼ ﾘﾖｳﾀ 生態・環境
河川水枯渇時における河床間隙
域の生態学的機能と魚類への進
化的影響

愛媛大学
理工学・教授・佐藤
成一

神田　美幸 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕｷ 進化生物学
カタユウレイボヤの胚発生におけ
るレチノイン酸の機能解析

高知大学
自然科学・教授・藤原
滋樹

金　智慧 ｷﾑ ｼﾞﾍ
遺伝・ゲノム動
態

マウスの減数分裂特異的な新規
動原体タンパク質の解析

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・渡邊　嘉典
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木村　聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 分子生物学
新規リボソーマルRNA修飾の同
定および機能解析

東京大学
工学（系）・教授・鈴木
勉

久保　智史 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 構造生物化学
哺乳細胞内の機能的タンパク質
複合体を対象としたin-cell NMR
法の開発

東京大学
薬学（系）・教授・嶋田
一夫

久保　智広 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 生物物理学
チューブリン・ポリグルタミン酸化
修飾による鞭毛運動調節機構の
解明

東京大学
理学（系）・教授・神谷
律

黒田　純平 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 細胞生物学
古典的Wntシグナルによるショウ
ジョウバエ消化管の左右非対称
な形態形成機構の研究

東京理科大学
基礎工学・教授・松野
健治

江田　慧子 ｺｳﾀﾞ ｹｲｺ 生態・環境
半自然草原に生息するシジミチョ
ウ類の個体群動態および保全・
保護に関する研究

信州大学
農学（系）・教授・中村
寛志

小島　渉 ｺｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 生態・環境
カブトムシ幼虫の集合性に関する
メカニズムと適応的意義の解明

東京大学
農学生命科学・教授・
石川　幸男

近藤　興 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓ 腫瘍生物学
細胞分裂期におけるミオシンII調
節軽鎖の新奇機能に関する研究

広島大学
理学（系）・教授・細谷
浩史

齊藤　健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ
システムゲノム
科学

ERKの時間パターンによる細胞運
命決定機構の解明

東京大学
理学（系）・教授・黒田
真也

佐伯　晃一 ｻｴｷ ｺｳｲﾁ 生物物理学
免疫系の自己-非自己の区別に
ついての理論的研究

九州大学
システム生命科学・教
授・巌佐　庸

酒井　誠一郎 ｻｶｲ ｾｲｲﾁﾛｳ
神経・筋肉生理
学

海馬CA3神経回路の動的抑制シ
ステムによる入力制御機構の解
明

東北大学
生命科学・教授・八尾
寛

坂口　美幸 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 生物物理学
共鳴ラマン分光法によるチトクロ
ムc酸化酵素のプロトンポンプ機
構の解明

兵庫県立大学
生命理学・教授・小倉
尚志

坂本　佳子 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｺ 進化生物学
細胞内共生細菌ボルバキアがシ
ルビアシジミの寄主植物転換と進
化プロセスに及ぼす影響

大阪府立大学
生命環境科学・教授・
石井　実

笹澤　有紀子 ｻｻｻﾞﾜ ﾕｷｺ 生物分子科学
パーキンソン病治療に挑むケミカ
ルジェネティクス

慶應義塾大学
理工学・教授・井本
正哉

椎森　仁美 ｼｲﾓﾘ ﾏｻﾐ 分子生物学
未スプライシングRNAを排除する
新規mRNA品質管理機構の解明

神戸大学
理学（系）・教授・坂本
博
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塩見　こずえ ｼｵﾐ ｺｽﾞｴ 生態・環境
繁殖期における海鳥の帰島時刻
および帰島開始時刻に関わる制
約

東京大学
大気海洋研究所・准
教授・佐藤　克文

島田　敦広 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 分子生物学
エラーフリー PCR を目指した
DNA ミスマッチ修復系のシステム
生物学的解析

大阪大学
理学（系）・教授・倉光
成紀

下地　博之 ｼﾓｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 生態・環境
膜翅目昆虫における社会的強制
力とコロニーサイズの関係

鹿児島大学
農学（系）・教授・辻
瑞樹

城野　哲平 ｼﾞﾖｳﾉ ﾃﾂﾍﾟｲ
生物多様性・分
類

爬虫類における音声シグナルの
種間多様性とその生態学的意義

京都大学
理学（系）・准教授・森
哲

杉浦　大輔 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 生態・環境
複合的環境要因に応じた植物個
体レベルの物質分配調節メカニ
ズムの探索

東京大学
理学（系）・准教授・舘
野　正樹

杉山　真由 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾕ 発生生物学
ゼブラフィッシュ個体のライブイ
メージングを用いた細胞周期と脊
索器官発生の相関解析

東京薬科大学
生命科学・教授・深見
希代子

須藤　正彬 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 生態・環境
紫外線耐性と光応答の種間差が
植物ダニの捕食回避と群集集合
メカニズムに与える影響

京都大学
農学（系）・准教授・刑
部　正博

砂村　栄一郎
ｽﾅﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛ
ｳ

植物分子生物・
生理学

葉緑体型ATP合成酵素の活性制
御を分子レベルで理解する

東京工業大学
生命理工学・教授・久
堀　徹

瀬原　慧祐 ｾﾊﾗ ｹｲｽｹ 神経科学一般
哺乳類大脳新皮質に見出した新
規局所軸索投射パターンの領野
間多様性とその機能的意義

東京大学
医学（系）・特任准教
授・河崎　洋志

曽我　直樹 ｿｶﾞ ﾅｵｷ 生物物理学
一分子直接観察による好熱菌由
来ATP合成酵素FOF1反応機構
解明

早稲田大学
理工学・教授・木下
一彦

高木　恵次 ﾀｶｷﾞ ｹｲｼﾞ 発生生物学
哺乳類の初期発生過程における
ヒストン変異体H2A．Zの機能解
析

総合研究大学院
大学

生命科学・併任教授・
相賀　裕美子

高巣　裕之 ﾀｶｽ ﾋﾛﾕｷ 生態・環境
湖沼浮遊細菌群集の多様性が細
菌-原生生物間の有機物伝達に
果たす役割

京都大学
生態学研究センター・
教授・中野　伸一

高瀬　悠太 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ 発生生物学
神経堤細胞をモデルとした神
経ー血管ネットワーク形成におけ
る相互作用

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・高橋　淑子

髙野　哲也 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾔ 神経科学一般
神経細胞におけるリサイクリング
エンドソームの役割とAATYK1に
よる制御機構

首都大学東京
理工学・教授・久永
眞市
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高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 生態・環境
個体間相互作用による種内から
群集スケールでの多様性維持機
構に関する数理的研究

京都大学
生態学研究センター・
教授・山内　淳

竹岩　俊彦 ﾀｹｲﾜ ﾄｼﾋｺ 分子生物学
高等真核生物におけるmRNA前
駆体の核内保持機構の解明

京都大学
ウイルス研究所・教
授・大野　睦人

田中　健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 進化生物学
ロバストネスの遺伝基盤と種内変
異に関する研究-拡張した頭部予
定領域の修復を例に-

総合研究大学院
大学

生命科学・併任准教
授・高野　敏行

田中　智弘 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ
神経化学・神経
薬理学

CLAC-Pの生理機能：運動ニュー
ロンの形成と維持における役割

東京大学
薬学（系）・教授・岩坪
威

田中　若奈 ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ
遺伝・ゲノム動
態

高等植物の花の発生・分化のメカ
ニズムとその多様性の解明

東京大学
理学（系）・教授・平野
博之

田根　将志 ﾀﾈ ｼﾖｳｼﾞ 細胞生物学
成体心筋細胞における新規増殖
停止メカニズムの解明

鳥取大学
医学（系）・教授・竹内
隆

張　ジュン
ウェイ

ﾁﾔﾝ ｼﾞﾕﾝｳｴ
ｲ

生物物理学
生きた細胞におけるmiRNAの一
分子蛍光イメージングとその機能
解析

東京大学
薬学（系）・教授・船津
高志

張　郁芬 ﾁﾖｳ ｲｸﾌﾝ 生物物理学
超高輝度化学発光性生理機能指
示薬の開発

北海道大学
理学（系）・教授・永井
健治

常木　静河 ﾂﾈｷ ｼﾂﾞｶ
生物多様性・分
類

小笠原産タブノキ属植物の多様
化機構について-移入者不適応
の検討

首都大学東京
理工学・教授・村上
哲明

壷井　將史 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾌﾐ 細胞生物学
大脳発生において神経系前駆細
胞が分化運命転換のタイミングを
決めるメカニズムの解明

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・後藤　由季
子

永井　友朗 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓｱｷ 細胞生物学
Dronpaを用いたライブイメージン
グによる細胞内G-アクチン濃度
の時空間的測定

東北大学
生命科学・教授・水野
健作

長尾　勇佑 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ ゲノム生物学
魚類体幹部背腹軸を決定する制
御因子および形態進化

名古屋大学
生物機能開発利用研
究センター・教授・日
比　正彦

中川　さやか ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ
生物多様性・分
類

野外における花形態変異創出メ
カニズムの解明：候補遺伝子を用
いた包括的アプローチ

東京大学
総合文化・教授・伊藤
元己

中島　忠章 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｱｷ 形態・構造
新生仔期マウスの子宮と膣上皮
の分化メカニズムの解明

横浜市立大学
生命ナノシステム科
学・准教授・佐藤　友
美
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西川　英輝 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 進化生物学
シロオビアゲハのベイツ型擬態に
関わる紋様形成の分子機構

東京大学
新領域創成科学・教
授・藤原　晴彦

野口　怜 ﾉｸﾞﾁ ﾚｲ 細胞生物学
インスリンの時間変動による肝細
胞の糖放出制御機構の解明：実
験と数理モデルでの解析

東京大学
理学（系）・教授・黒田
真也

橋口　泰子 ﾊｼｸﾞﾁ ﾔｽｺ
植物分子生物・
生理学

シロイヌナズナを用いた高等植物
地上部の重力屈性機構の解明

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・田坂　昌生

林　達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 分子生物学
ヌクレオレドキシンによる解糖系
酵素ホスホフルクトキナーゼ-1の
制御

大阪大学
たんぱく質研究所・教
授・三木　裕明

原　典孝 ﾊﾗ ﾉﾘﾀｶ 機能生物化学
べん毛蛋白質輸送における
ATPase複合体の動的構造および
機能の解明

大阪大学
生命機能・教授・難波
啓一

日原　さえら ﾋﾊﾗ ｻｴﾗ 分子生物学
生細胞における分裂期染色体の
クロマチン環境の解析

総合研究大学院
大学

生命科学・併任教授・
前島　一博

平山　和幸 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ
生物多様性・分
類

子のう菌類の分類体系再構築に
対する無性世代形態からの新ア
プローチ

岩手大学
連合農学・准教授・田
中　和明

深谷　肇一 ﾌｶﾔ ｹｲｲﾁ 生態・環境
潮位に沿ったキタイワフジツボの
個体群動態の変化とそのメカニズ
ムの解明

北海道大学
環境科学・准教授・野
田　隆史

福田　牧葉 ﾌｸﾀﾞ ﾏｷﾊ ゲノム生物学
ヒトゲノム遺伝子間領域から発見
された新規タンパク質AGD3の機
能解明

東京工業大学
生命理工学・講師・相
澤　康則

福世　真樹 ﾌｸﾖ ﾏｻｷ 進化生物学
利他としての病原体感染による
死：実験と数理を連結した集団動
態モデル系での解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・小林　一三

藤田　　英伸 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 構造生物化学
小胞体膜トランスロコンにおける
タンパク質膜透過の動態

兵庫県立大学
生命理学・教授・阪口
雅郎

藤戸　尚子 ﾌｼﾞﾄ ﾅｵｺ 進化生物学
有顎脊椎動物MHC領域における
PSMB8遺伝子の多型と進化

東京大学
理学（系）・教授・野中
勝

プラーニーナ
ラーラト　タ
ネート

ﾌﾟﾗーﾆーﾅ
ﾗーﾗﾄ ﾀﾈーﾄ

生体生命情報
学

複雑な大規模生命ネットワーク
データを解釈するための自在な
グラフナビゲーション

東京大学
新領域創成科学・教
授・高木　利久

古川　恒太 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀ
生物多様性・分
類

ミジンムシ科における小型化に伴
う形態変化の探索と進化史の解
明

北海道大学
農学（系）・准教授・大
原　昌宏
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細川　徳宗 ﾎｿｶﾜ ﾉﾘﾑﾈ
植物分子生物・
生理学

シアノバクテリアにおける夜間の
概日時計出力系因子の解明と季
節適応性の検討

早稲田大学
理工学・准教授・岩崎
秀雄

堀田　彰一朗
ﾎﾘﾀ ｼﾖｳｲﾁﾛ
ｳ

構造生物化学
鉄輸送体の三者複合体による結
晶構造解析と基質認識メカニズ
ムの解明

東京大学
農学生命科学・教授・
田之倉　優

本間　大悟 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 神経科学一般
テトラヒドロビオプテリンがドーパ
ミン神経の発達と老化に与える影
響とその分子機構

東京工業大学
生命理工学・教授・一
瀬　宏

前田　徹 ﾏｴﾀﾞ ﾄｵﾙ 動物生理・行動
クロキンバエにおける、味覚と嗅
覚の情報統合と摂食行動調節機
構の解明

神戸大学
理学（系）・教授・尾崎
まみこ

牧野　文信 ﾏｷﾉ ﾌﾐｱｷ 構造生物化学
べん毛フック繊維連結部の極低
温電子顕微鏡による構造解析

大阪大学
生命機能・教授・難波
啓一

真嶋　司 ﾏｼﾏ ﾂｶｻ 構造生物化学
プリオン蛋白質とそれを捕捉する
RNAアプタマーの複合体の構造
及び相互作用研究

京都大学
エネルギー理工学研
究所・教授・片平　正
人

松井　愛子 ﾏﾂｲ ｱｲｺ
遺伝・ゲノム動
態

テロメア短縮に応答して誘導され
る細胞生理変化とその分子機構
の網羅的解析

千葉大学
融合科学・教授・松浦
彰

松尾　巨樹 ﾏﾂｵ ﾅｵｷ
植物分子生物・
生理学

シロイヌナズナ転写制御因子
ESR1/ESR2 によるシュート再生
制御機構

中部大学
応用生物・教授・坂野
弘美

松田　真実 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾐ 分子生物学
AKTシグナル伝達経路を介した
オートファジー制御機構の解明

北海道大学
医学（系）・教授・野口
昌幸

松野　孝平 ﾏﾂﾉ ｺｳﾍｲ 環境動態解析
地球温暖化が西部北極海の動・
植物プランクトンに与える影響

北海道大学
水産科学・准教授・山
口　篤

萬歳　明香 ﾏﾝｻｲ ｻﾔｶ
遺伝・ゲノム動
態

バクテリアにおけるmobile genetic
elementの進化モデルの構築

総合研究大学院
大学

先導科学・准教授・印
南　秀樹

宮原　平 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｲﾗ
植物分子生物・
生理学

ニンジン培養細胞におけるストレ
ス応答性遺伝子 DcMYB1 の発
現制御機構の解析

東京農工大学
工学（系）・教授・小関
良宏

望月　翔太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾖｳﾀ 生態・環境
ハビタットモデルと衛星リモートセ
ンシングを利用した野生動物管
理手法の検討

新潟大学
自然科学・准教授・村
上　拓彦

森　千紘 ﾓﾘ ﾁﾋﾛ 神経科学一般
感覚運動学習の臨界期制御に関
与する神経分子基盤の解明

北海道大学
生命科学・准教授・和
多　和宏
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安田　恭大 ﾔｽﾀﾞ ｷﾖｳﾀ 形態・構造
新規実験系を用いた卵成熟過程
でのサイクリンB1 mRNA 翻訳制
御機構の解明

北海道大学
生命科学・教授・山下
正兼

山尾　僚 ﾔﾏｵ ｱｷﾗ 生態・環境
アカメガシワ属における対被食戦
略

鹿児島大学
連合農学・教授・野間
口　眞太郎

幸長　弘子 ﾕｷﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 腫瘍生物学
FRET-GT　- 細胞内情報伝達分
子の活性に基づくトランスクリプト
ミクス技術

京都大学
生命科学・教授・松田
道行

吉岡　望 ﾖｼｵｶ ﾉｿﾞﾑ 神経科学一般
TGF-β阻害剤と嗅球グリア細胞
遅延移植による脊髄再生メカニズ
ムの解明

首都大学東京
理工学・教授・久永
眞市

吉川　翠 ﾖｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 自然人類学
タンザニアの乾燥疎開林地帯に
生息するチンパンジーの適応戦
略と生息決定要因

東京農工大学
連合農学・兼任教授・
小金澤　正昭

依田　真由子 ﾖﾀﾞ ﾏﾕｺ 分子生物学
新規設計法による有効なsmall
RNAの開発

東京大学
分子細胞生物学研究
所・准教授・泊　幸秀

李　春 ﾘ ｼﾕﾝ 細胞生物学
線虫をモデル動物とした神経再
生を誘導する増殖因子／受容体
の解析

名古屋大学
理学（系）・教授・松本
邦弘

渡邊　俊介
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾕﾝｽ
ｹ

植物分子生物・
生理学

ストレスに応答した適合溶質の蓄
積と密接に関わる植物プリン代謝
の生理学的意義の解明

広島大学
理学（系）・教授・坂本
敦


