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荒添　貴之 ｱﾗｿﾞｴ ﾀｶﾕｷ 植物病理学
イネいもち病菌におけるDNA二本
鎖切断修復による進化機構の解
明

明治大学
農学（系）・教授・桑田
茂

按田　瑞恵 ｱﾝﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 応用微生物学
根粒形成および窒素シグナルに
よる葉圏細菌群集構造の制御機
構

東北大学
生命科学・教授・南澤
究

安藤　温子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ 資源保全学
DNAバーコーディングを用いた糞
分析に基づく絶滅危惧種鳥類の
保全生態学的研究

京都大学
農学（系）・教授・井鷺
裕司

五十嵐　史彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐﾋｺ 応用昆虫学
昆虫脱皮ホルモン生合成器官に
おけるコレステロール取込機構の
解明

東京大学
新領域創成科学・教
授・片岡　宏誌

石橋　直樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｷ 応用微生物学
多成分バクテリオシンを介した乳
酸菌の生き残り戦略の解明とそ
の利用に関する研究

九州大学
生物資源環境科学・
教授・園元　謙二

磯部　紀之 ｲｿﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 木質科学
セルロースヒドロゲルを基材とし
た三次元足場材料の調製

東京大学
農学生命科学・准教
授・和田　昌久

井上　喬裕 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ
環境技術・環境
材料

耐熱性一酸化炭素デヒドロゲ
ナーゼを用いた二酸化炭素利用
技術に関する研究

京都大学
農学（系）・教授・左子
芳彦

井上　剛史 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 森林科学
フラボノイド成分の蓄積機構を利
用した柑橘類果皮の資源化

京都大学
農学（系）・教授・本田
与一

岩谷　一史 ｲﾜﾔ ﾋﾄｼ 食品科学
潰瘍性大腸炎発症における亜鉛
の関与：なぜ炎症性腸疾患で血
中亜鉛濃度が下がるのか

北海道大学
農学（系）・准教授・石
塚　敏

ウォンワラン
カナ　チャニ
ンヤー

ｳｵﾝﾜﾗﾝｶﾅ ﾁ
ﾔﾆﾝﾔ-

水産学一般 トラフグ小分子RNAの網羅的解析 東京大学
農学生命科学・教授・
浅川　修一

大串　伸吾 ｵｵｸﾞｼ ｼﾝｺﾞ 農業経済学
北海道におけるサクラマス増殖事
業の学際的研究

北海道大学
農学（系）・准教授・宮
澤　晴彦

大久保　卓 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 環境農学
地球温暖化環境における温室効
果ガス発生機構の解明

東北大学
生命科学・教授・南澤
究

大坂　正明 ｵｵｻｶ ﾏｻｱｷ 育種学
和合変異体を用いた遺伝学・オ
ミックス解析の融合による自家不
和合性分子機構の解明

東北大学
生命科学・教授・渡辺
正夫

大西　由花 ｵｵﾆｼ ﾕｶ 環境動態解析
アマモ場が持つ麻痺性貝毒防除
能の評価

北海道大学
水産科学・教授・今井
一郎
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大野　翔 ｵｵﾉ ｼﾖｳ 園芸学・造園学
植物の遺伝子揺動を引き起こす
環境因子の探索とその作用機作
の解明

京都大学
農学（系）・教授・土井
元章

大平　充 ｵｵﾋﾗ ﾐﾂﾙ
農業土木学・農
村計画学

流域内農業水路群の動物群集に
おける種多様性保全の枠組みの
構築

東京農工大学
連合農学・教授・千賀
裕太郎

荻田　佑 ｵｷﾞﾀ ﾀｽｸ 食品科学
プロバイオティクスの抗炎症作用
を評価する刷新的手法の確立と
発酵食品開発への応用

広島大学
生物圏科学・教授・田
辺　創一

小野寺　威文 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹﾌﾐ 応用微生物学
機能未知ygjD/yeaZ遺伝子ファミ
リーに共通する機能の解明

東京薬科大学
生命科学・教授・太田
敏博

小野山　博之 ｵﾉﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 農業情報工学
イネの生育量とコメの品質を推定
するためのリモートセンシング技
術の開発

京都大学
農学（系）・教授・飯田
訓久

片岡　尚也 ｶﾀｵｶ ﾅｵﾔ 応用微生物学
ブタノール耐性細菌を活用するブ
タノール耐性機構の解明と生産
への応用

広島大学
先端物質科学・教授・
加藤　純一

加藤　弘毅 ｶﾄｳ ｺｳｷ
基礎獣医学・基
礎畜産学

頚動脈小体におけるノルアドレナ
リンによる低酸素受容調節機構

岐阜大学
連合獣医学・兼任教
授・山本　欢郎

門岡　桂史 ｶﾄﾞｵｶ ｹｲｼ 応用生物化学
食品成分による脳腸相関活性化
を通じた脳神経系制御に関する
研究

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・片倉　喜範

門田　吉弘 ｶﾄﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 食品科学
骨格筋における分岐鎖アミノ酸の
グルコース代謝調節機機能の解
明

名古屋大学
生命農学・教授・下村
吉治

金澤　尊 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
応用分子細胞
生物学

精子のカルシウム濃度調節と卵
接着に関わる新規マイクロドメイ
ン 局在糖タンパク質

名古屋大学
生命農学・教授・北島
健

萓野　智彦 ｶﾔﾉ ﾄﾓﾋｺ
基礎獣医学・基
礎畜産学

神経因性疼痛発症機構の解明 山口大学
連合獣医学・教授・澁
谷　泉

北岸　靖子 ｷﾀｷﾞｼ ﾔｽｺ 応用昆虫学
RNA干渉による細胞内情報伝達
経路の修飾とミツバチ細胞への
応用

奈良女子大学
人間文化（学）・教授・
松田　覚

木本　舞 ｷﾓﾄ ﾏｲ 応用昆虫学
カイコ絹糸腺での領域特異的遺
伝子発現の分子基盤とホメオボッ
クス遺伝子の機能解析

北海道大学
生命科学・准教授・瀧
谷　重治

國廣　俊太 ｸﾆﾋﾛ ｼﾕｳﾀ 環境農学
重金属高排出能をもつ植物の分
子基盤の解明

東北大学
生命科学・教授・草野
友延
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呉　静 ｺﾞ ｾｲ
生物生産化学・
生物有機化学

キノコ生活環制御の分子機構 静岡大学
創造科学技術・教授・
河岸　洋和

粉川　美踏 ｺｶﾜ ﾐﾄ 農業情報工学
非染色・前処理不要なタンパク
質・デンプン・脂質分布の同時可
視化手法の開発

東京大学
農学生命科学・併任
教授・鍋谷　浩志

國分　優孝 ｺｸﾌﾞ ﾕﾀｶ 環境動態解析
海洋における炭素貯留効果にお
よぼす藻場由来バイオマスの定
量的評価

東京大学
大気海洋研究所・准
教授・小松　輝久

込山　悠介 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ
植物栄養学・土
壌学

ファイトレメディエーション効率化
のための植物オミクス解析および
データベース開発

東京大学
農学生命科学・教授・
清水　謙多郎

是永　大樹 ｺﾚﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 水産学一般
サイトカインによる魚類ヘルパー
T細胞の分化誘導機構について

宮崎大学
農学（系）・教授・酒井
正博

雜賀　あずさ ｻｲｶ ｱｽﾞｻ 応用生物化学
糖質単一原料からの側鎖分岐型
ポリエステルの生合成

東京工業大学
総合理工学・准教授・
柘植　丈治

榊原　風太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾌｳﾀ 環境農学
ディルドリン汚染土壌に対するバ
イオレメディエーション技術の開
発

東京農業大学
農学（系）・主任研究
員・高木　和広

坂本　智弥 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 食品科学
褐色脂肪細胞特異的分子のin
vivoイメージング解析法の構築と
その応用

京都大学
農学（系）・教授・河田
照雄

櫻井　康博 ｻｸﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 食品科学
流通型ESR法による新規スー
パーオキシドラジカル消去分子の
探索と抗酸化機構解明

京都工芸繊維大
学

工芸科学・教授・田嶋
邦彦

佐野　直人 ｻﾉ ﾅｵﾄ 育種学
Long-lived mRNAに着目した種子
の寿命維持に関する生化学的解
析

東京農工大学
連合農学・准教授・金
勝　一樹

重松　彰 ｼｹﾞﾏﾂ ｱｷﾗ 森林科学
地方分権化過程における林業支
援・規制政策の新たな展開の解
明

九州大学
生物資源環境科学・
教授・佐藤　宣子

設楽　愛子 ｼﾀﾗ ｱｲｺ 水産学一般
クルマエビゲノム中の病原ウイル
スWSSV類似遺伝子をコードする
巨大繰返し配列

東京海洋大学
海洋科学技術・教授・
廣野　育生

柴崎　康宏 ｼﾊﾞｻｷ ﾔｽﾋﾛ 応用獣医学
新規サイトカインIFNγ relを用い
た魚類感染症予防法の開発

日本大学
獣医学・教授・中西
照幸

嶋津　小百合 ｼﾏﾂﾞ ｻﾕﾘ
環境技術・環境
材料

ポリ塩化ビフェニルおよび金属類
のファイトモニタリングとファイトレ
メディエーション

神戸大学
農学（系）・教授・芦田
均
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清水　元樹 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄｷ 育種学
アブラナ科植物における病害抵
抗性遺伝子の同定と進化遺伝学
的研究

新潟大学
自然科学・教授・岡崎
桂一

朱　偉 ｼﾕ ｲ 応用獣医学
新たに発見した牛乳頭腫ウイル
ス１２型（BPV-12）の転写と複製
機序の解析

宮崎大学
医学獣医学総合・准
教授・芳賀　猛

新開（金房）
純代

ｼﾝｶｲ(ｶﾅﾌｻ)
ｽﾐﾖ

応用微生物学
バイオ燃料生産に向けた新規マ
ルチドメインセルラーゼによる繊
維分解機構の解明

筑波大学
生命環境科学・准教
授・田島　清

杉田　征彦 ｽｷﾞﾀ ﾕｷﾋｺ 応用獣医学
インフルエンザウイルスのゲノム
取込み機構の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
河岡　義裕

鈴木　貴弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 畜産学・草地学
神経軸索成長ガイダンス因子に
よる筋肥大・再生制御機構

九州大学
生物資源環境科学・
准教授・辰巳　隆一

鈴木　悠造 ｽｽﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 環境農学
ダイオキシン「2378-TCDD」を標
的とした、微生物による環境修復
技術の創出

東京農工大学
生物システム応用科
学・准教授・梶田　真
也

髙津　英俊 ﾀｶﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ 農業経済学
農業新規参入者のキャリア形成
と家族生活に関する実証的研究

東京農工大学
連合農学・教授・齋藤
潔

高橋　春弥 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾔ 食品科学
メタボロミクスを用いた糖代謝の
新規制御機構の解明

京都大学
農学（系）・教授・河田
照雄

高橋　有 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 育種学
Brassica rapa L．における栽培化
および多様化の遺伝機構

岩手大学
連合農学・副学長・高
畑　義人

田川　堅太 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 農業環境工学
植生のある圃場における水分・塩
分の計測および移動解析に関す
る研究

鹿児島大学
連合農学・併任教授・
長　裕幸

田島　由理 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘ
応用分子細胞
生物学

植物無細胞翻訳システムを用い
たRNAウイルスのキャップ構造非
依存的翻訳機構の解明

京都大学
農学（系）・教授・奥野
哲郎

辰巳　晋一 ﾀﾂﾐ ｼﾝｲﾁ 森林科学
北方針広混交林の持続的管理に
向けた個体ベース森林動態モデ
ルの開発と将来予測

東京大学
農学生命科学・講師・
尾張　敏章

田中　智美 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 地域研究
中海におけるサルボウガイ再生
のための分子遺伝学的アプロー
チ

鳥取大学
連合農学・担当教授・
荒西　太士

田中　良法 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ
基礎獣医学・基
礎畜産学

ミクログリア活性化制御機構にお
けるプログラニュリンの役割に関
する研究

東京大学
農学生命科学・教授・
西原　眞杉
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陳　淑ﾁﾝ ﾁｴﾝ ｼﾕｳﾁﾝ 応用生物化学
細胞周期依存的な新規ERα 複合
体の同定及び機能解析

東京大学
分子細胞生物学研究
所・講師・大竹　史明

塚越　裕樹 ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｷ 応用昆虫学
昆虫のsterol 24，28-epoxide
lyaseに関する研究

東京工業大学
理工学・教授・藤本
善徳

塚原　麻伊 ﾂｶﾊﾗ ﾏｲ 応用生物化学
ナス科植物ペチュニアにおける自
家不和合性の分子機構解明

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・高山　誠司

対馬　太郎 ﾂｼﾏ ﾀﾛｳ 植物病理学
ウイロイド-ノンコーディング環状
RNA分子の組換え・欠損変異体と
自己複製能

岩手大学
連合農学・教授・佐野
輝男

辻本　陽子 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｳｺ
農業土木学・農
村計画学

せん断凝集の影響下における粘
土懸濁液の非ニュートン流動の
解析

筑波大学
生命環境科学・教授・
足立　泰久

都築　直 ﾂﾂﾞｷ ﾅｵ 臨床獣医学
ウマに対する生体組織工学を用
いた再生医学の応用検討

岐阜大学
連合獣医学・兼任教
授・山田　一孝

椿山　諒平
ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ﾘﾖｳ
ﾍｲ

応用生物化学
出芽酵母の新規寿命決定因子の
探索と機能解析

広島大学
先端物質科学・准教
授・水沼　正樹

寺下　愉加里 ﾃﾗｼﾀ ﾕｶﾘ 応用動物科学
体細胞核初期化促進方法の開発
によるクローン動物作出効率の
改善

東北大学
農学（系）・教授・佐藤
英明

冨田　宏矢 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾔ 応用微生物学
アーキア特有の補酵素A生合成
機構の全容解明

京都大学
工学（系）・教授・跡見
晴幸

豊田　真悠子 ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾕｺ 応用生物化学
アゼチジン-2-カルボン酸加水分
解酵素を題材とした酵素反応の
構造生物学的研究

京都大学
農学（系）・教授・三上
文三

中川　明彦 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 木質科学
酸素脱リグニン過程における炭
水化物の分解機構の解析

東京大学
農学生命科学・教授・
松本　雄二

中川　和也 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 水産化学
新規抗生物質を用いたミズカビ病
治療薬の開発研究

立命館大学
薬学（系）・教授・今村
信孝

中島　香織 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｵﾘ 水産学一般
養殖・栽培漁業の天然集団に対
する遺伝的影響の実証と持続可
能性の解明

東京海洋大学
海洋科学・教授・北田
修一

中田　裕治 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 木質科学
腐朽菌と細菌類間の木材腐朽時
における微生物相互作用メカニズ
ムの解析

東京農工大学
農学（系）・准教授・吉
田　誠
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中道　優介 ﾅｶﾐﾁ ﾕｳｽｹ 応用微生物学
連鎖球菌による宿主細胞表層多
糖の認識及び分解機構の解明と
その感染症治療への応用

京都大学
農学（系）・教授・村田
幸作

中村　乙水 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂﾐ 水産学一般
三次元行動情報を用いた外洋性
魚類の採餌生態に関する研究

東京大学
大気海洋研究所・准
教授・佐藤　克文

難波　陽介 ﾅﾆﾜ ﾖｳｽｹ
基礎獣医学・基
礎畜産学

ウシ卵胞発育を制御する神経内
分泌機構の解明

名古屋大学
生命農学・教授・大蔵
聡

西川　翔 ﾆｼｶﾜ ｼﾖｳ 食品科学
フコキサンチンによる血糖改善効
果と骨格筋繊維分化に関する研
究

北海道大学
水産科学・准教授・細
川　雅史

西木　一生 ﾆｼｷ ｲﾂｾｲ 水産学一般
ゲノム情報を利用した魚類C群レ
ンサ球菌の病原因子の探索およ
びワクチン開発への応用

宮崎大学
農学（系）・准教授・吉
田　照豊

西田　奈央 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵ 応用微生物学
酵母の有機溶媒耐性・多剤耐性
における転写因子の機能解明

京都大学
農学（系）・教授・植田
充美

野依　修 ﾉﾖﾘ ｵｻﾑ 応用獣医学
ウイルス感染と宿主応答に関す
る研究

北海道大学
獣医学・教授・高田
礼人

橋口　拓勇 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｸﾕｳ 応用生物化学
植物における硫酸転移酵素の生
理機能に関する研究

宮崎大学
農学（系）・教授・水光
正仁

服部　達哉 ﾊﾂﾄﾘ ﾀﾂﾔ
基礎獣医学・基
礎畜産学

性特異的行動発現に関わる神経
回路の性差の解明

麻布大学
獣医学・教授・菊水
健史

馬場　保徳 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 応用微生物学
リグニン分解能を付与したルーメ
ン液による草本系バイオマスのメ
タン発酵前処理

東北大学
農学（系）・教授・中井
裕

兵頭　究 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ｷﾜﾑ 植物病理学
植物RNAウイルスの複製におけ
る細胞内膜輸送系の役割の解明

京都大学
農学（系）・教授・奥野
哲郎

平井　惇也 ﾋﾗｲ ｼﾞﾕﾝﾔ 水産学一般
太平洋熱帯・亜熱帯における浮
遊性カイアシ類の多様性と地理
分布

東京大学
大気海洋研究所・教
授・津田　敦

福田　聖子 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｺ 地域研究
アフリカの農村開発における果樹
栽培の位置づけ-在来果樹の台
木利用を事例として-

名古屋大学
国際開発・教授・西川
芳昭

福森　理加 ﾌｸﾓﾘ ﾘｶ 畜産学・草地学
泌乳牛のグレリン分泌と作用に関
する研究

広島大学
生物資源科学・教授・
谷口　幸三
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藤井　舞 ﾌｼﾞｲ ﾏｲ 育種学
リンゴの自家不和合性反応にお
ける花粉側因子の機能解析と自
他認識機構の解明

千葉大学
園芸学・准教授・佐々
英徳

藤本　章裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 水産学一般
貝類斃死原因藻ヘテロカプサの
ウイルス感染に伴うＲＮＡの発現
様態変化

広島大学
生物圏科学・客員教
授・長崎　慶三

藤原　克祥 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾖｼ 応用動物科学
哺乳類未受精卵における新規超
低温保存法の開発

麻布大学
獣医学・教授・柏崎
直巳

堀之内　妙子 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｴｺ
生物生産化学・
生物有機化学

発芽停止活性を有するGAFの全
合成研究

東京大学
農学生命科学・教授・
渡邊　秀典

前田　洋佑 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｽｹ 臨床獣医学
繁殖雌馬のプロジェステロンと妊
娠免疫に関する研究

北里大学
獣医畜産学・教授・及
川　正明

前本　佑樹 ﾏｴﾓﾄ ﾕｳｷ 応用生物化学
動物細胞内システインプロテアー
ゼcalpain-7の基質同定による生
理機能の解明

名古屋大学
生命農学・教授・牧
正敏

松本　賢司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 木質科学
バイオマス系材料の高度利用に
むけた新規結晶構造解析法の開
発

京都大学
農学（系）・教授・木村
恒久

万谷　洋平 ﾏﾝﾀﾆ ﾖｳﾍｲ
基礎獣医学・基
礎畜産学

消化管におけるToll-like receptor
を介した常在細菌制御機構の解
明

神戸大学
農学（系）・教授・北川
浩

水田　紘子 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｺ 水産学一般
魚類の卵黄蛋白・脂質蓄積に関
与するリポ蛋白質受容体アダプ
ター蛋白に関する研究

北海道大学
水産科学・助教・平松
尚志

宮澤　大樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲｷ 食品科学
脂溶性生理活性分子の脳へのデ
リバリーシステム研究

東北大学
農学（系）・教授・宮澤
陽夫

宮本　裕美子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾐｺ 森林科学
標高傾度にそった菌根菌の多様
性分布とその決定機構の解明

東京大学
新領域創成科学・准
教授・奈良　一秀

牟田口　祐太 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 応用微生物学
発酵食品におけるD-アミノ酸の機
能解析

九州大学
生物資源環境科学・
教授・大島　敏久

望月　智貴 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓｷ
環境影響評価・
環境政策

主要針葉樹のテルペン類放出速
度の定量化と気候変動がその放
出に及ぼす影響の評価

静岡県立大学
生活健康科学・准教
授・谷　晃

矢野　翠 ﾔﾉ ﾐﾄﾞﾘ 環境農学
二酸化炭素濃度2倍の水田にお
ける一酸化二窒素生成・消滅過
程の同位体比を用いた解析

東京工業大学
総合理工学・教授・吉
田　尚弘
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山岸　祐介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 木質科学
樹木培養細胞からの管状要素誘
導系を用いた二次木部形成機構
に関する研究

東京農工大学
連合農学・教授・船田
良

楊　全嶺 ﾔﾝ ﾁﾕｱﾝﾘﾝ 木質科学
アルカリ／尿素系溶液を用いて
調製した再生セルロース複合化
フィルムの物性解析

東京大学
農学生命科学・教授・
磯貝　明

葉　鎮豪 ﾖｳ ﾁﾝｺﾞｳ 食品科学
制御性B細胞における食品由来
ポリフェノールの免疫調節機能性

東京大学
農学生命科学・教授・
清水　誠

横山　卓也 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 応用獣医学
感染症媒介節足動物に備わる感
染防御機構「トレランス」に関する
メカニズムの解明

北海道大学
生命科学・教授・河野
敬一

吉川　禄助 ﾖｼｶﾜ ﾛｸｽｹ 応用獣医学
ニホンザルに血小板減尐症を引
き起こすサルレトロウイルスの病
原性発現機構の解析

京都大学
ウイルス研究所・教
授・五十嵐　樹彦

米代　武司 ﾖﾈｼﾛ ﾀｹｼ 食品科学
食品成分によるヒト褐色脂肪組織
の活性化と抗肥満効果-TRP刺激
物質に焦点を当てて

北海道大学
医学（系）・教授・岩永
敏彦

米田　恭子 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｺ 水産学一般
水素生成一酸化炭素資化性好熱
菌を用いたバイオ水素生産に関
する研究

京都大学
農学（系）・教授・左子
芳彦

米山　鷹介 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｳｽｹ 応用動物科学
インスリン受容体基質の細胞内
輸送とインスリン様活性発現の連
携

東京大学
農学生命科学・准教
授・高橋　伸一郎

若森　晋之介 ﾜｶﾓﾘ ｼﾝﾉｽｹ
生物生産化学・
生物有機化学

有機合成化学的技法を用いたス
ピロ環を有する生物活性物質に
関する研究

東京大学
農学生命科学・教授・
渡邉　秀典


