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１．派遣等
(1) 海外派遣
派遣期間

所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務
自 至

【農林水産省】
H24.6.12 H24.6.18 昆虫ゲノム U/

門野　敬子
ルーマニア　
クルージュ・ナポカ

国際養蚕委員会（ISC）第 21 回総会

H24.6.29 H24.7.8 国際連携室 /
土門　英司

インド
ニューデリー

ABS 名古屋議定書第２回政府間委員会及び ABS
能力向上ワークショップ

H24.10.7 H24.10.21 国際連携室 /
土門　英司

インド
ハイデラバード

生物多様性条約第 11 回締約国会議（COP11）

H25.2.22 H25.2.24 昆虫ゲノム U/
門野　敬子

インド
ニューデリー

国際養蚕委員会（ISC）第 22 回総会

H25.2.25 H25.3.2 組換えカイコ U/
河本　夏雄

ベルギー　
ブリュッセル、
イタリア　パルマ

EU における新育種技術動向調査

【（独）JIRCAS】
H24.11.11 H24.11.16 作物ゲノム U/

半田　裕一
メキシコ
メキシコシティ

小麦イニシアティブ第１回機関調整委員会等

【（独）JICA】
H24.6.23 H24.7.9 保存・情報 U/

新野　孝男
メキシコ
メキシコシティほか

メキシコ国遺伝資源の持続的利用の基盤構築に
おける運営指導調査

H24.6.23 H24.7.9 保存・情報 U/
山本　伸一

メキシコ
メキシコシティほか

メキシコ国遺伝資源の持続的利用の基盤構築に
おける運営指導調査

H24.8.26 H24.9.8 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

メキシコ
メキシコシティほか

メキシコ遺伝資源の多様性評価と持続的利用の
基盤構築詳細計画策定調査（JST-JICA SATRESP 
事業による）

【相手側】
H24.4.6 H24.4.9 組換えセンター /

町井　博明
中国
重慶市

アジアー太平洋蚕糸昆虫バイオテクノロジー
学術講演会

H24.5.18 H24.6.8 組換えカイコ U/
米村　真之

チェコ科学アカデミー
昆虫学研究所

水生昆虫及び野蚕フィブロイン遺伝子を利用
した高機能繊維の作出のための研究打合せ

H24.7.2 H24.8.31 組換えカイコ U/
米村　真之

チェコ科学アカデミー
昆虫学研究所

水生昆虫絹糸等を利用した高機能繊維作出の
ための絹糸タンパク質遺伝子同定

H24.7.14 H24.7.21 昆虫機能 U/
Gusev Oleg

インド
マイソール

第 39 回 COSPAR 学研究集会

H24.8.16 H24.8.18 新機能素材 U/
玉田　　靖

韓国
ソウル

第 10 回国際ナノテクシンポジウム

H24.9.10 H24.9.13 動物生体防御 U/
竹澤　俊明

タイ
バンコク

第 8 回発展途上国毒性学会議

H24.9.16 H24.9.23 ダイズゲノム U/
加賀　秋人

米国
セントルイス

第 12 回 International Symposium on Biosafety 
of Genetically Modified Organisms

H24.9.25 H24.9.28 イネゲノム U/
宇賀　優作

フィリピン
マニラほか

国際イネ研究所との共同研究打合せ

H24.11.5 H24.11.11 動物発生分化 U/
菊地　和弘

インドネシア
ボゴール

希少野生トラの精液凍結保存法の開発
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派遣期間
所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H24.11.29 H24.12.8 動物生産生理 U/

髙橋　　透
バングラデシュ農業
大学

二国間共同研究事業による共同研究

H24.12.4 H24.12.12 昆虫ゲノム U/
門野　敬子

インド  マニプール、
グワハティ

国際協議会「蚕糸科学技術 2012」及び
国際シンポジウム「生物工学 2012」

H24.12.10 H24.12.15 多様性活用 U/
友岡　憲彦

米国
モントレー

「Crop Wild Relative Genomics: a Key to 
Unlocking Diversity」国際会議

H25.1.11 H25.1.18 家畜ゲノム U/
谷口　雅章

米国
サンディエゴ

Plant and Animal Genome XXI Conference
（第 21 回植物および動物ゲノム国際会議）

H25.1.26 H25.2.2 保存・情報 U/
新野　孝男

メキシコ国立遺伝
資源銀行（CNRG）
在墨 JICA 事務所
INIFAP 本部（国立農
牧林業研究所本部）
在墨日本大使館

SATREPS（JST-JICA）事業の本計画実行のための
遺伝的多様性研究に係る研究打合せ

H25.2.13 H25.2.22 昆虫ゲノム U/
門野　敬子

フランス
パリ

ADALEP（鱗翅目の生物的環境への適応）及び
IPC-FAW（ツマジロクサヨトウ国際公共コンソ
ーシアム）国際共同研究者会議に参加、発表
並びに共同研究打合せ

H25.2.19 H25.2.22 イネゲノム U/
宇賀　優作

台湾
台北市

国立台湾大学で開催されるワークショップ

H25.2.24 H25.3.2 放育場 /
西村　　実

マレーシア
カジャン

アジア原子力協力フォーラム（FNCA）ワークシ
ョップ

【海外派遣】
H23.6.1 H24.5.31 ゲノムインフォ U/

田中　　剛
ドイツ
ミュンヘンタンパク
質科学情報センター /
バイオインフォーマ
ティクス・システム
生物学研究所　ヘル
ムホルツセンターミ
ュンヘン、ドイツ環
境健康研究センター

1. ムギ類の完全長 cDNA(FLcDNA) を利用した
種間配列比較解析
2. 次世代シーケンサーによる塩基配列決定に対
応したゲノム構築と塩基配列

【在外研究】

H24.10.15 H26.10.14 機能性作物 U/
川勝　泰二

米国
ソーク研究所

エビゲノム解読によるシロイヌナズナ根幹細胞
のエチレン応答機構の解明

【JSPS 海外特別研究員】
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(2) 講師派遣

派遣期間
所 属 / 氏 名 用 務 派遣先 用務先

自 至
H24.4.15 H24.4.18 技術支援室 /

小山　朗夫
桑株の剪定、桑果実の収穫及
び選抜方法についての指導、
育苗経過観察に基づくその後
の管理方法についての助言

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H24.5.15 H24.5.15 作物ゲノム U/
半田　裕一

JIRCAS 国際ワークショップ
「Wheat Research for CIMMYT 

Coiiaboration」での講師依頼

（独）JIRCAS （独）JIRCAS

H24.5.30 H24.5.30 動物発生分化 U/
菊池　和弘

大学特別講義に係る講師の派
遣「動物遺伝資源の現状と新
たな保全技術の確立に向けて」

麻布大学大学院
獣医学研究科

麻布大学大学院
獣医学研究科

H24.6.7 H24.6.8 家畜ゲノム U/
荒川　愛作

平成 24 年度第 1 回沖縄県産
業振興重点研究推進事業推進
会議及び現地検討会への出席

（研究手法に関する指導）

沖縄県畜産研究
センター

沖縄県庁

H24.6.20 H24.6.22 動物生産生理 U/
髙橋　　透

二国間共同研究技術指導及び
研究打合せ

岩手大学農学部 岩手大学農学部

H24.6.20 H24.6.22 技術支援室 /
小山　朗夫、
塚田　亀雄

桑株の剪定、桑果実の収穫及
び選抜方法についての指導、
育苗経過観察に基づくその後
の管理方法についての助言

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H24.7.17 H24.7.19 技術支援室 /
小山　朗夫

品種登録のための特性調査の
指導・情報交換

島根県農業技術
センター

島根県農業技術
センター

H24.8.7 H24.8.9 技術支援室 /
小山　朗夫

桑株の剪定、桑果実の収穫及
び選抜方法についての指導、
育苗経過観察に基づくその後
の管理方法についての助言

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H24.8.9 H24.8.10 家畜ゲノム U/
上西　博英

イノベーション事業推進会議
に伴う講演

東北大学大学院
農学研究科

東北大学大学院農
学研究科

H24.10.2 H24.10.4 技術支援室 /
小山　朗夫、
富山　浩和

桑株の剪定、桑果実の収穫及
び選抜方法についての指導、
育苗経過観察に基づくその後
の管理方法についての助言

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H24.10.5 H24.10.5 家畜ゲノム U/
谷口　雅章

第 6 回家畜 DNA 西郷シンポ
ジウムでの講師依頼「食肉の
クオリティに関わる遺伝子の
同定と機能解析」

（独）NLBC （独）NLBC

H24.10.22 H24.10.25 モデルブタ U/
大西　　彰、
安江　　博

平成 24 年度中央畜産技術研
修会（畜産新技術 A・B）での
講義依頼
大西「遺伝子組換え豚の生産
技術」
安江「SNP 解析について」

農林水産省生産局 （独）NLBC
中央畜産研修施設

H24.10.18 H24.10.18 モデルブタ U/
大西　　彰

技術経営専攻科目「食の未来
と技術」において専門知識の
提供

東京工業大学 東京工業大学

H24.10.20 H24.10.21 植微 U/
石川　雅之

2012 年度 TUA-FFTC 合同セミ
ナー「アジアにおける食用作
物のエマージング感染症」で
の講演「Toward controlling 
tobamovirus multiplication」

東京農業大学 東京農業大学

H24.10.22 H24.10.23 ゲノムインフォ U/
田中　　剛

平成 24 年度第 7 回東北農業
センターセミナー「穀類ゲノ
ム配列から如何に情報を得る
か」での講演依頼

（独）農研機構　
東北農研

（独）農研機構　
東北農研
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派遣期間
所 属 / 氏 名 用 務 派遣先 用務先

自 至
H24.11.10 H24.11.10 新機能素材 U/

小島　　桂
東京農大オープンカレッジシ
ルクプロフェッショナル入門
での講義「最先端情報　絹の
スポンジ、その利用」

東京農業大学 ワイルドシルク
協議会

H24.11.13 H24.11.13 昆虫領域 /
野田　博明

日本学術会議公開シンポジウ
ム「植物保護科学におけるゲ
ノム科学の利用」における講
演　「害虫の薬剤防除における
課題：ゲノム科学からのアプ
ローチ」

植物保護科学連合 日本学術会議講堂

H24.11.26 H24.11.26 分類評価 U/
佐藤　豊三

平成 24 年度植物防疫官専門
研修（植物病理コース）での
講師

農林水産省　
横浜植物防疫所

植物防疫所研修セ
ンター

H24.11.19 H24.11.19 動物発生分化 U/
菊地　和弘

平成 24 年度家畜人工授精（豚）
に関する講習会の講師

( 独 )NLBC ( 独 )NLBC

H24.12.2 H24.12.5 技術支援室 /
小山　朗夫、
塚田　亀雄、
富山　浩和

桑株の剪定、桑果実の収穫及
び選抜方法についての指導、
育苗経過観察に基づくその後
の管理方法についての助言

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H24.12.3 H24.12.3 理事 /
廣近　洋彦
植物共生 U/
今泉　温子

2012 年植物科学シンポジウム
への出席及び講演

奈良先端科学技術
大学院大学

品川コクヨホール

H24.12.14 H24.12.14 モデルブタ U/
大西　　彰

創薬技術調査ワーキンググル
ープによる勉強会講師

ヒューマンサイエ
ンス振興財団

ヒューマンサイエ
ンス振興財団

H25.1.30 H25.1.30 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

名古屋議定書に係る国内措置
のあり方検討会（第 5 回）に
おける外部有識者としての報
告及び議論参加

環境省自然環境局 環境省第一会議室

H25.2.4 H25.2.6 技術支援室 /
小山　朗夫

桑の剪定（摘心処理）、桑園管
理指導

浦添市シルバー
人材センター

浦添市シルバー
人材センター

H25.2.8 H25.2.8 放育場 /
西村　　実

平成 24 年度作物試験研究推
進会議新品種候補審査委員会
への外部有識者としての出席

（独）農研機構
作物研

筑波事務所

H25.2.25 H25.2.25 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

（独）JIRCAS「遺伝資源に関す
るセミナー」講師

（独）JIRCAS （独）JIRCAS

H25.2.28 H25.2.28 組換えカイコ U/
行弘　研司

鹿児島大学大学院連合農学研
究科分野別セミナー講演

琉球大学大学院農
学研究科

琉球大学研究者交
流施設・
50 周年記念館
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(3) 行政機関・学会等への専門家の派遣
派遣期間

所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務
自 至

【政府の委員会】
H 23.2.8 H 25.1.31 遺伝資源センター /

河瀨　眞琴
文部科学省研究振興局 科学技術・学術審議会専門委員

H 23.7.1 H 25.6.30 作物ゲノム U/
水野　浩志

人事院人材局 国家公務員採用総合職試験（化学・
生物・薬学）試験専門委員

H 23.7.1 H 24.6.30 組換えカイコ U/
河本　夏雄

人事院人材局 国家公務員採用総合職試験（化学・
生物・薬学）試験専門委員

H 23.10.1 H 25.9.30 植物領域 /
飯　　哲夫

内閣府食品安全委員会事務局
（内閣総理大臣所管）

食品安全委員会専門委員

H 23.10.3 H 25.3.31 理事長 /
石毛　光雄

日本学術会議（内閣総理大臣
所轄）

日本学術会議連携会員

H 23.10.3 H 29.9.30 植物機能 U/
宮尾　光恵

日本学術会議
（内閣総理大臣所轄）

日本学術会議連携会員

H 23.12.1 H 25.11.30 ゲノムリソース U/
長村　吉晃

文部科学省研究振興局 ナショナルバイオリソースプロジェクト
課題選考委員会委員

H 24.2.21 H 24.11.30 ゲノムリソース U/
宮尾安藝雄

技会筑波事務所 農林水産研究情報総合センター
2012 年システム調達委員会技術
専門部会委員

H 24.2.27 H 25.1.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

日本学術会議
（内閣総理大臣所轄）

日本学術会議連携会員

H 24.4.1 H 26.3.31 知財室 /
萱野　暁明

知的財産高等裁判所 最高裁判所知財専門委員

H 24.4.12 H 25.3.31 情報管理室 /
大川　まゆ

技会筑波事務所 平成 24 年度文献情報サービスに
関する担当者の会

H 24.5.31 H 25.3.31 生体分子 U/
前田　美紀

文部科学省科学技術政策研究
所科学技術動向研究センター

専門調査員

H 24.6.11 H 25.6.10 動物生産生理 U/
髙橋　　透

農林水産省消費・安全局 獣医事審議会専門委員

H 24.7.1 H 25.6.30 国際連携室 /
西川智太郎

人事院人材局 国家公務員採用総合職試験（化学・
生物・薬学）試験専門委員

H 24.9.18 H 24.9.19 保存・情報 U/
竹谷　　勝

農林水産省大臣官房経理課 当課が発注する業務の技術審査

H 25.3.8 H 27.2.14 モデルブタ U/
大西　　彰

文部科学省研究振興局 科学技術・学術審議会専門委員

【地方公共団体の委員会】
H 23.5.23 H 25.5.22 組換え推進室 /

田部井　豊
つくば市 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員

H 23.9.28 H 25.3.31 新機能素材 U/
玉田　　靖

シルクのまちづくり市区町村
協議会

「シルクのまちづくり市区町村協議
会」顧問

H 24.6.1 H 25.3.31 ゲノム機能改 U/
宮原　研三

茨城県農業総合センター 茨城県農業総合センター生物工学研
究所　遺伝子組換え実験安全委員会
委員

【社団法人・財団法人の委員会】
H 23.6.1 H 24.5.31 動物領域 /

栗原　光規
日本中央競馬会 競走馬総合研
究所

平成 23 年度競走馬総合研究所外部
研究評価委員会委員
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派遣期間
所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H 24.4.1 H 25.3.31 家畜ゲノム U/

後藤　英夫
家畜改良事業団　家畜改良技
術研究所

平成 24 年度遺伝子組換え実験安全
委員会専門委員

H 24.4.1 H 25.3.31 家畜ゲノム U/
上西　博英

JATAFF 平成 24 年度農林水産先端技術研究
所組換え DNA 実験安全委員会委員

H 24.4.9 H 25.3.31 モデルブタ U/
大西　　彰

日本実験動物協会 平成 24 年度実験動物生産対策専門
委員会委員

H 24.4.16 H 25.3.31 研究主幹 /
高野　　誠

光科学技術研究振興財団 農業・工業原材料生産と光技術研究
会の企画委員

H 24.4.16 H 25.3.31 動物発生分化 U/
野口　純子

家畜改良事業団 平成 24 年度種雄牛側からの生産効
率向上技術開発事業に係る推進検討
会委員

H 24.5.31 H 25.3.29 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

バイオインダストリー協会 平成 24 年度生物多様性条約総合対
策事業タスクフォース委員会委員

H 24.6.1 H 25.5.31 統括研究主幹 /
栗原　光規

日本中央競馬会 
競走馬総合研究所

平成 24 年度競走馬総合研究所外部
研究評価委員会委員

H 24.6.15 H 25.3.29 研究主幹 /
西村　　実

原子力安全研究協会 アジア原子力協力フォーラム
(FNCA) プロジェクト放射線育種運
営グループ委員

H 24.7.17 H 25.3.31 動物領域 /
粟田　　崇

和牛知的財産権取得・活用推
進協議会

平成 24 年度和牛知的財産権取得・
活用推進会議に係る和牛ゲノム特許
活用推進委員会委員

H 24.9.27 H 26.3.31 ゲノムインフォ U/
伊藤　　剛

かずさ DNA 研究所 ライフサイエンスデータベース統合推
進事業におけるアドバイザリー委員

H 25.3.8 H 25.3.29 新機能素材 U/
羽賀　篤信

JATAFF 農林水産省競争的資金平成 25 年度
「農林水産業・食品産業科学技術研

究推進事業」の公募における一次
( 書面 ) 審査専門評価委員

H 25.3.8 H 25.3.29 分類評価 U/
佐藤　豊三

JATAFF 農林水産省競争的資金平成 25 年度
「農林水産業・食品産業科学技術研

究推進事業」の公募における一次
( 書面 ) 審査専門評価委員

【独立行政法人・国立大学法人の委員会】
H 23.4.1 H 25.3.31 企画室 /

半田　裕一
筑波大学 筑波大学北アフリカ研究センター

客員共同研究員

H 23.4.28 H 25.3.31 動物発生分化 U/
徳永　智之

（独）理研 独立行政法人理化学研究所筑波研究
所遺伝子組換え実験安全委員会委員

H 23.5.19 H 27.3.31 先端ゲノムセンター /
矢野　昌裕

（独）農研機構　野茶研 農林水産省委託プロジェクト研究
「気候変動に対応した循環型食料生

産等の確立のための技術開発－気候
変動に適応した野菜品種・系統及び
果樹系統の開発－」アドバイザリー
委員

H 23.5.27 H 25.3.31 植物機能 U/
宮尾　光恵

（独）JST 研究成果最適展開支援プログラム
専門委員

H 23.6.6 H 25.3.31 イネゲノム U/
杉本　和彦

（独）農研機構　食総研 遺伝子組換え生物等の第二種使用
実験安全委員会委員

H 23.6.6 H 25.3.31 昆虫機能 U/
加藤　祐輔

（独）農研機構　食総研 遺伝子組換え生物等の第二種使用
実験安全委員会委員

H 23.8.1 H 24.7.31 企画室 /
半田　裕一

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員
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派遣期間
所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H 23.8.1 H 24.7.31 昆虫ゲノム U/

門野　敬子
（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び国

際事業委員会書面審査委員

H 23.8.1 H 24.7.31 動物発生分化 U/
金子　浩之

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員

H 23.8.10 H 25.3.31 理事 /
廣近　洋彦

国立遺伝研 生物遺伝資源に関するイネ小委員会
委員

H 23.8.10 H 25.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

国立遺伝研 生物遺伝資源に関するイネ小委員会
委員

H 23.8.10 H 25.3.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

国立遺伝研 生物遺伝資源委員会委員

H 23.12.1 H 24.11.30 先端ゲノムセンター /
矢野　昌裕

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 23.12.1 H 24.11.30 昆虫相互 U/
霜田　政美

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 23.12.1 H 24.11.30 動物生産生理 U/
高橋　　透

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.4.1 H 25.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

（独）理研 バイオリソースセンターリソース
検討委員会委員

H 24.4.2 H 26.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

（独）JST 研究アドバイザー

H 24.4.10 H 25.3.31 作物ゲノム U/
菊池　尚志

（独）農研機構　中央農研 中央農業総合研究センター遺伝子組換
え生物等第二種使用実験安全委員会

H 24.4.10 H 25.3.31 耐病性作物 U/
南　　栄一

（独）農研機構　花き研 平成 24 年度独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構花き研究所
遺伝子組換え生物等使用実験安全委
員会委員

H 24.4.12 H 25.3.31 分類評価 U/
澤田　宏之

（独）農環研 平成 24 年度独立行政法人農業環境技
術研究所微生物実験安全委員会委員

H 24.4.17 H 25.3.31 作物ゲノム U/
菊池　尚志

（独）農研機構　作物研 作物研究所遺伝子組換え生物等第一
種使用業務安全委員会及び遺伝子組
換え生物等第二種使用実験安全委員
会委員

H 24.4.17 H 25.3.31 組換え推進室 /
田部井　豊

（独）農環研 平成 24 年度独立行政法人農業環境
技術研究所隔離ほ場組換え植物安全
管理委員会委員

H 24.4.17 H 25.3.31 耐病性作物 U/
山崎　宗郎

（独）農環研 平成 24 年度独立行政法人農業環境
技術研究所組換え生物第二種使用安
全管理委員会委員

H 24.4.17 H 25.3.31 植物機能 U/
市川　裕章

（独）JIRCAS 平成 24 年度国際農林水産業研究セ
ンター遺伝子組換え実験安全委員会
及び第一種使用規程承認組換え作物
等の使用に関する業務安全委員会所
外委員

H 24.4.27 H 25.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

国立遺伝研 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）情報運営委員会委員

H 24.4.27 H 25.3.31 作物ゲノム U/
半田　裕一

京都大学大学院農学研究科 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）・コムギ運営委員会

H 24.4.27 H 25.3.31 国際連携室 /
土門　英司

京都大学大学院農学研究科 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）・コムギ運営委員会

H 24.4.27 H 25.3.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

国立遺伝研 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）推進委員会委員
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派遣期間
所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H 24.5.24 H 25.3.31 多様性活用 U/

江花　薫子
国立遺伝研 生物遺伝資源に関するイネ小委員会

委員

H 24.6.1 H 25.3.31 研究主幹 /
高野　　誠

（独）JIRCAS 英文誌 JARQ 編集委員

H 24.6.1 H 25.3.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

（独）JIRCAS 平成 24 年度「国際共同研究人材育
成推進・支援事業」審査委員会審査
委員

H 24.6.5 H 25.3.31 理事 /
廣近　洋彦

国立遺伝研 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）イネ運営委員会委員

H 24.6.5 H 25.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

国立遺伝研 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）イネ運営委員会委員

H 24.6.5 H 25.3.31 多様性活用 U/
江花　薫子

国立遺伝研 ナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）イネ運営委員会委員

H 24.6.13 H 25.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

国立遺伝研 国立遺伝学研究所 DNA データ研究
利用委員会委員

H 24.6.13 H 25.3.31 モデルブタ U/
淵本大一郎

（独）農研機構　畜草研 遺伝子組換え生物等使用実験安全
委員会委員

H 24.6.13 H 25.3.31 動物発生分化 U/
古澤　　軌

（独）農研機構　畜草研 遺伝子組換え生物等使用実験安全
委員会委員

H 24.6.13 H 25.3.31 研究主幹 /
西村　　実

（独）原子力機構 日本原子力研究開発機構施設利用協
議会専門委員

H 24.6.14 H 25.3.31 耐病性作物 U/
西澤　洋子

（独）JST 科学技術人材育成費補助事業委員会
委員

H 24.6.22 H 25.3.31 理事 /
廣近　洋彦

( 独 ) 理研　
植物科学研究センター

植物科学最先端研究拠点ネットワー
ク推進会議委員

H 24.6.26 H 25.3.31 ダイスゲノム U/
石本　政男

宮崎大学 フロンティア科学
実験総合センター

NBRP ミヤコグサ・ダイズ運営委員
会委員

H 24.6.26 H 25.3.31 植物共生 U/
林　　　誠

宮崎大学フロンティア科学
実験総合センター

NBRP ミヤコグサ・ダイズ運営委員
会委員

H 24.7.5 H 26.3.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

（独）JICA ミャンマー国「中央乾燥地における
節水農業技術開発プロジェクト」
国内支援委員会委員

H 24.8.1 H 25.7.31 作物ゲノム U/
半田　裕一

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員

H 24.8.1 H 25.7.31 植物領域 /
飯　　哲夫

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員

H 24.8.1 H 25.7.31 植物機能 U/
宮尾　光恵

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員

H 24.8.1 H 25.7.31 動物発生分化 U/
野口　純子

（独）日本学術振興会 特別研究員等審査会専門委員及び
国際事業委員会書面審査委員

H 24.8.22 H 25.3.31 耐病性作物 U/
西澤　洋子

（独）JST 科学技術振興調整費評価部会委員

H 24.9.24 H 24.11.30 動物発生分化 U/
菊地　和弘

筑波大学 学位論文審査委員会委員

H 24.11.22 H 28.3.31 ゲノムリソース U/
長村  吉晃

（独）水産総合研究センター 独立行政法人水産総合研究センター
研究課題評価会議外部委員

H 24.11.26 H 27.3.31 動物発生分化 U/
野口　純子

岡山大学 国際センター 「頭脳循環を加速する若手研究者戦
略的海外派遣プログラム－若手研究
者の研究能力向上を実現する生殖生
命科学に関する国際共同研究」評価
委員会委員
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派遣期間
所属 / 氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H 24.12.1 H 25.11.30 ダイスゲノム U/

加賀　秋人
（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.12.1 H 25.11.30 植微 U/
石川　雅之

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.12.1 H 25.11.30 昆虫相互 U/
霜田　政美

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.12.1 H 25.11.30 動物発生分化 U/
金子　浩之

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.12.1 H 25.11.30 動物発生分化 U/
菊地　和弘

（独）日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員

H 24.12.28 H 25.3.31 作物ゲノム U/
半田　裕一

（独）農研機構　生研センター 競争的資金事業に係る専門委員

H 24.12.28 H 25.3.31 ゲノム機能改変 U/
土生　芳樹

（独）農研機構　生研センター 競争的資金事業に係る専門委員

H 24.12.28 H 25.3.31 植物機能 U/
井澤　　毅

（独）農研機構　生研センター 競争的資金事業に係る専門委員

H 25.2.14 H 28.2.13 作物ゲノム U/
半田　裕一

（独）JIRCAS 小麦イニシアティブ研究委員会委員

２．受入等
(1) 海外からの受入

受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
【日本学術振興会　JSPS】

H22.11.1 H24.10.31 WANG Ning 中国 作物ゲノム U オオムギにおけるマイクロ
RNA を介した閉花性遺伝子の
発現制御機構の解明

H23.4.1 H25.3.31 PARK Young-
Jun

韓国 多様性活用 U アマランサスにおけるデンプン
合成酵素遺伝子群とその応用に
関する研究

H23.11.1 H25.10.31 LIU Cheng 中国 作物ゲノム U コムギの光沢および密穂遺伝子
のマッピング

H24.11.1 H24.12.29 Wei Taiyun 中国 昆微 U イネウンカ類の初代培養細胞を
活用したウイルス・宿主間の相
互作用解析

【講習生】
H24.7.1 H24.12.31 Ying-Ping 

Huang
Graduate Institute of 
Biotechnology, National 
Chung Hsing University

（台湾）  

植微 U 植物ウイルスの増殖機構の解析

H25.1.8 H25.3.31 Smykal 
Vlastimil

Biology Center, ASCR
（チェコ）

成長制御 U 昆虫の変態能力の獲得機構

H25.3.1 H25.9.30 Gulli Salvatore University of Pisa
（イタリア）

組換えカイコ U Study of the silk reeling, with 
particular attention to the 
control of machines require.
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H25.3.4 H25.3.29 Jonas van 

Bockhaven
Ghent University（ベル
ギー）

作物ゲノム U イネマイクロアレイシステムを
用いた病原菌感染における遺伝
子発現解析

【所内経費】
H24.4.12 H24.4.15 Thorsten 

Schnurbusch
Leibniz-Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant 
Research（IPK）　

（ドイツ）

作物ゲノム U オオムギの遺伝子単離と機能
解析

H24.4.12 H24.4.17 BOUAHOM 
BOUNTHONG

National Agriculture 
and Forestry Research 
Institute(NAFRI)
Ministry of Agriculture 
and Forestry(MAF)

（ラオス）

国際連携室 植物遺伝資源に係る共同研究
及びその協議

H24.6.23 H24.6.30 Phoumy 
INTHAPANYA

Rice and Cash Crop 
Research Center(RCCRC),
National Agriculture 
and Forestry Research 
Institute(NAFRI)
Ministry of Agriculture 
and Forestry(MAF),Lao 
PDR（ラオス）

国際連携室 植物遺伝資源に係る共同研究
及びその協議

H24.7.14 H24.8.14 CHEN 
Guoxiong

中国科学院　
寒冷乾燥地域環境技術研
究所　農業生態研究室

作物ゲノム U 委託プロ「麦類における有用遺
伝子の同定・機能解明と品種改
良に向けた DNA マーカーの開
発」の内の「TRG1007　オオム
ギ種子形成関連形態遺伝子の単
離と機能解明」、および委託プ
ロの課題として「オオムギの多
様性と分子進化に関する研究」

H24.7.25 H24.7.28 Goetz Hensel Leibniz-Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant 
Research（IPK）　

（ドイツ）

作物ゲノム U オオムギの遺伝子単離と機能
解析

H24.9.1 H24.10.31 Suresh 
Chandra Singh 
Sajwan

チェコ共和国科学アカデ
ミー昆虫学研究所

新機能素材 U TALE ヌクレアーゼを用いた
カイコ遺伝子標的法の確立

H24.9.29 H24.10.14 Khemkham 
HONGPHAKDY

Rice and Cash 
Crop Research 
Center(RCCRC),National 
Agriculture and 
Forestry Research 
Institute(NAFRI),Ministry 
of Agriculture and 
Forestry(MAF),Lao PDR

（ラオス）

国際連携室 ソルガム遺伝資源の共同調査
及びジーンバンク管理技術に
関する議論

H24.9.29 H24.10.14 Kongpanh 
KANYAVONG

Rice and Cash 
Crop Research 
Center(RCCRC),National 
Agriculture and 
Forestry Research 
Institute(NAFRI),Ministry 
of Agriculture and 
Forestry(MAF),Lao PDR

（ラオス）

国際連携室 ソルガム遺伝資源の共同調査
及びジーンバンク管理技術に
関する議論
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H24.10.10 H24.10.20 Seang Lay 

Heng
CARDI（Combodian 
Agricultural Research 
and Development 
Institute）　（カンボジア）

国際連携室 カンボジア CARDI と生物研間の
MOU に基づく招聘

H24.10.10 H24.10.20 Ty Channa CARDI（Combodian 
Agricultural Research 
and Development 
Institute）　（カンボジア）

国際連携室 カンボジア CARDI と生物研間の
MOU に基づく招聘

H24.10.14 H24.10.20 Tran Danh Suu Plant Resources Center, 
VAAS（Vietnamese 
Academy of Agricultural 
Sciences）（ベトナム）

国際連携室 ベトナム VAAS と生物研間の
MOU 締結に向けた協議のため、
ベトナム側から植物遺伝資源責
任者を招聘

H24.10.15 H24.11.16 CHEN 
Guoxiong

中国科学院　寒冷乾燥地
域環境技術研究所　農業
生態研究室

作物ゲノム U 委託プロ「麦類における有用遺
伝子の同定・機能解明と品種改
良に向けた DNA マーカーの開
発」の内の「TRG1007　オオム
ギ種子形成関連形態遺伝子の単
離と機能解明」、および委託プ
ロの課題として「オオムギの多
様性と分子進化に関する研究」

H25.1.13 H25.3.2

H25.2.2 H25.3.31 Li Chao 中国科学院　寒冷乾燥地
域環境技術研究所　農業
生態研究室

作物ゲノム U オオムギ遺伝的変異の分子解析
に関する研究

H25.3.3 H25.3.10 Michal Zurovec チェコ共和国科学アカデ
ミー昆虫学研究所・南ボ
ヘミア大学

新機能素材 U TALE ヌクレアーゼを用いた
カイコ遺伝子標的法の確立

H25.3.23 H25.3.30 kirwa Everlyne 
Cheptarus

Kenya Agricultural 
Research Institute（KARI）　

（ケニア）

国際連携室 牧草遺伝資源の研究

【相手国等】
H24.4.1 H24.11.15 Li Chao 中国科学院　寒冷乾燥地

域環境技術研究所　農業
生態研究室

作物ゲノム U オオムギ遺伝的変異の分子解析
に関する研究

H24.4.14 H25.4.13 Nancy 
Calderon 
Cortes

メキシコ自治大学 昆虫機能 U 昆虫の腐植食性の進化：シミ目
とトビケラ目中腸のトランスク
リプトーム解析

（昆虫類のセルロース消化に
関する研究）

H24.5.7 H24.12.21 Sompong 
Chankaew

Department of 
Agronomy,Faculty of 
Agriculture,Kasetsart 
University　（タイ）

多様性活用 U Vigna 属植物の遺伝的多様性
解析

H24.5.25 H24.11.25 Sun Jian 瀋陽農業大学　（中国） イネゲノム U 中国東北地域の水稲の系譜ハプ
ロタイプの解析

H24.6.25 H24.7.6 北住　　愛 UNIVERSITY OF 
MAINE,ORONO The de 
los Reyes Laboratory　

（米国） 

ゲノムインフォU 次世代シーケンサーデータ解析
手法の習得

H24.11.1 H24.12.30 Hongyan Chen 福建農林大学植物ウイル
ス研究所　（中国）

昆微 U トビイロウンカ培養細胞株の
作成
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(2) 国内からの受入
受入期間

氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題
自 至

【講習生】
H24.4.1 H24.8.3 宇井　　一 東京理科大学大学院 作物ゲノム U ムギ類稔性回復遺伝子の単離

及び同定
H24.4.1 H25.3.31 加藤　徳子 麻布大学大学院 動物発生分化 U ブタにおける体外受精・発生

機構に関する研究
H24.4.1 H25.3.31 横山　拓彦 岩手大学大学院 組換えカイコ U ステロイドホルモンによる転写

因子の制御機構の解析
H24.4.1 H25.3.31 山口　英紀 北里大学 昆虫機能 U 昆虫の生体防御機構の解明と

利用技術の開発
H24.4.1 H25.3.31 岩上　哲史 京都大学大学院 ゲノム機能改変 U イネ及びタイヌビエにおける

ALS（アセト乳酸合成酵素）阻
害型除草剤抵抗性遺伝子の単
離・解析、及びその活用に関す
る研究

H24.4.1 H25.3.31 山本　大介 自治医科大学 成長制御 U 昆虫への顕微注入実験技術の
習得

H24.4.1 H25.3.31 NGUYEN 
Thi Men

筑波大学大学院 動物発生分化 U ブタ精子の凍結乾燥保存と顕微
授精に関する研究

H24.4.1 H25.3.31 青原　　勉 筑波大学大学院 植物機能 U イネの細胞壁関連遺伝子の
機能解析

H24.4.1 H25.3.31 五島　正幸　 東海大学 昆虫機能 U ウイルスや細菌感染に対する
昆虫免疫応答機構

H24.4.1 H25.3.31 森山　　崇 東京大学 植物機能 U イネにおけるフィトクロムの
作用メカニズムの解析

H24.4.1 H25.3.31 風間　静花 東京電機大学 植微 U 植物との相互作用に関わるいも
ち病菌遺伝子の解析

H24.4.1 H25.3.31 吉村　直記 長岡技術科学大学 生体分子 U 熱測定による生体分子間相互
作用などの評価

H24.4.1 H25.3.31 瀬尾　和聖 長岡技術科学大学 生体分子 U 熱分析によるタンパク質機能
の解明

H24.4.2 H24.7.31 守矢　　敬 日本大学大学院 昆虫相互 U 昆虫の概日リズム、睡眠、走光
性に関する行動解析

H24.4.2 H24.9.30 長峯　啓佑 東京大学大学院 成長制御 U キボシカミキリにおける変態に
関与する遺伝子の研究

H24.4.2 H25.3.25 坂本　光平 東京大学大学院 動物生産生理 U フェロモンによる反芻動物の
生殖制御に関する研究

H24.4.2 H25.3.31 川崎　陽久 （独）産総研 昆虫相互 U 遺伝子組換えショウジョウバエ
を用いた体内時計に関する研究

H24.4.2 H25.3.31 鈴木　孝洋 （独）産総研 昆虫相互 U 遺伝子組換えショウジョウバエ
を用いた体内時計に関する研究

H24.4.2 H25.3.31 伊藤　薫平 筑波大学大学院 昆虫相互 U 遺伝子組換えショウジョウバエ
を用いた体内時計に関する研究

H24.4.2 H25.3.31 小原　崇司 筑波大学大学院 耐病性作物 U 細胞壁を改変したイネの耐病
性評価

H24.4.2 H25.3.31 村川　裕基 東京理科大学 植物機能 U 植物の耐凍性に関する研究

H24.4.2 H25.3.31 藤田　卓磨 東京理科大学大学院 多様性活用 U ソルガムにおける遺伝的多様性
の解析
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H24.4.2 H25.3.31 佐久間智理 東京理科大学大学院 動物生体防御 U 細胞内発現抗体 (intrabody) に

よるタンパク質機能阻害モデル
の構築

H24.4.2 H25.3.31 山本　温子 北海道大学大学院 作物ゲノム U イネウイルスと宿主の相互作用
に関する研究

H24.4.10 H25.3.31 田中　宏明 東京理科大学大学院 作物ゲノム U ムギ類出穂制御機構関連遺伝子
の道程と機能解析

H24.4.16 H25.3.31 越智　翔平 東京理科大学 動物生体防御 U エラスチン含有ビトリゲルの開発

H24.4.16 H25.3.31 澤　　純平 東京理科大学 動物生体防御 U エラスチン含有ビトリゲルを利
用した血管モデルの開発と薬学
的研究

H24.4.20 H25.3.31 鈴木　恵美 東京理科大学 耐病性作物 U イネの病害抵抗性機構の解析

H24.5.1 H25.3.31 細谷　啓太 茨城大学大学院 植物機能 U イネの高温登熟障害回避機構の
作物遺伝学的解析

H24.5.1 H25.3.31 来須　孝光 東京理科大学 植物機能 U イネにおけるストレス応答の
分子機構

H24.5.1 H25.3.31 濱中　祥弘 横浜国立大学大学院 動物生体防御 U 新規培養担体を用いたヒト細胞
と組織との相互作用の解析

H24.5.7 H24.6.8 邨上　正幸 鳥取県農林水産部農林
総合研究所　中小家畜
試験場養豚研究室

動物発生分化 U 液状精液と凍結精液の目視活性
と運動性解析装置との相関

H24.5.10 H24.9.30 武田美和子 東京農工大学大学院 植物機能 U サクラソウ休眠芽及び生長点の
効率的な保存方法の検討

H24.6.1 H25.3.31 古田　紀之 国際基督教大学 植物共生 U ミヤコグサ根粒特異的遺伝子の
機能解析

H24.6.1 H25.3.31 鈴木　惟史 東京農工大学 イネゲノム U 水稲の老化と吸水に関わる形質
の QTL 解析

H24.6.18 H25.3.26 岩川　純也 東京大学 耐病性作物 U イネ耐病性変異体由来の新規 
plant activator 探索

H24.6.25 H24.11.30 渡邉香穂里 東海大学 動物生産生理 U 睡眠状態の自動解析による家畜
状態評価手法開発

H24.7.2 H24.12.28 岡野夕香里 東京大学大学院 植微 U 植物ウイルス複製阻害因子の
作用機構の解析

H24.8.1 H25.3.31 守矢　　敬 日本大学大学院 昆虫相互 U 遺伝子組換え技術を用いた昆虫
の神経行動制御機構に関する
研究

H24.8.10 H24.8.17 有吉　治彦 静岡大学 イネゲノム U 水稲交配技術等のイネ遺伝研究
に関する基礎技術の習得

H24.8.13 H24.8.24 大出　慶美 東京農業大学 イネゲノム U 遺伝資源を活用したイネ新規育
種素材の開発に関する研究

H24.9.1 H25.3.31 平渡啓太郎 山形大学大学院 家畜ゲノム U 雄繁殖低下症の遺伝的解析研究

H24.9.10 H24.9.14 三島　晶太 島根大学 保存・情報 U クライオプレートを使った
超低温保存

H24.9.10 H24.9.14 花田　夏果 島根大学 保存・情報 U クライオプレートを使った
超低温保存

H24.9.20 H25.3.31 宇井　　一 東京理科大学大学院 作物ゲノム U ムギ類稔性回復遺伝子の単離
及び同定
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H24.10.1 H25.3.25 長峯　啓佑 東京大学大学院 成長制御 U キボシカミキリにおける変態に

関与する遺伝子の研究
H24.10.1 H25.3.31 佐伯真二郎 神戸大学大学院 昆虫相互 U 昆虫バイオマスの農業利用へむ

けたトノサマバッタの生理生態
学的解析

H24.10.22 H24.11.6 當眞　嗣平 沖縄県畜産研究センター 家畜ゲノム U SNP マーカーを活用した豚育種
改良技術

H24.11.16 H24.12.5 Narut
Thanantong

東京大学大学院 動物生産生理 U ヤギ脳内におけるキスペプチン
mRNA の組織学的解析

H24.12.2 H24.12.8 野村　佳由 明治大学大学院 成長制御 U ニカメイガにおける JHAMT 遺伝
子の発現解析

H24.12.2 H24.12.8 大森　瑛子 明治大学大学院 成長制御 U ヨトウガにおける JHAMT 遺伝
子の発現解析 

H24.12.3 H25.3.31 渡邉香穂里 東海大学 動物生産生理 U 睡眠状態の自動解析による家畜
状態評価手法開発

H25.1.25 H25.3.31 伊藤　太祐 名古屋大学 動物生産生理 U ヤギ GnRH 分泌制御機構におけ
る K オピオイド受容体の機能解析

H25.2.1 H25.3.31 小泉亜理紗 東京理科大学 多様性活用 U ソルガム遺伝資源特性の年次
変動解析

H25.2.1 H25.3.31 鈴木　理乃 横浜国立大学 動物生体防御 U コラーゲンビトリゲル膜チャン
バーを用いた小腸モデルの構築
とその解析

H25.2.18 H25.3.31 野田　衣里 東京理科大学 動物生体防御 U エラスチン含有ビトリゲルの開発

H25.3.1 H25.3.31 張　　麗霞 東京大学大学院 耐病性作物 U タンパク質間相互作用の解析実験

【受入外来研究員】

H22.8.1 H25.3.31 日比　忠晴 （独）農研機構　中央農
研　稲遺伝子技術研究
北陸サブチーム

（つくば駐在）

植微 U 組換えイネ系統作出のための有
用遺伝子探索（病害抵抗性遺伝
子等）と遺伝子組換え技術の
高度化

H22.9.27 H26.3.31 高畠令王奈 （独）農研機構　食総
研　食品分析研究領域　
GMO 検知解析ユニット

植微 U 遺伝子組換え植物から、導入遺
伝子を簡便かつ正確に検出する
ための新技術開発

H22.11.1 H26.3.31 松原　一樹 （独）農研機構　作物研　
低コスト稲育種研究
チーム

イネゲノム U バイオマス増大にむけたイネ
次世代育種法の開発と利用

H22.11.16 H27.3.31 古谷　綾子 茨城大学遺伝子実験
施設

植微 U 植物病原細菌タイプⅢ分泌
エフェクターの機能解析

H22.12.1 H25.11.30 上室　　剛 鹿児島県農業開発総合
センター茶業部

昆虫相互 U (1) チャノキイロアザミウマ
新系統識別マーカーの開発
(2) カンザワハダニの越冬生態

H23.3.1 H26.3.31 菅野　達夫 （独）JST ゲノム機能改変 U RNA シグナルを介した DNA の
メチル化の分子機構の解明

H23.4.1 H25.3.31 宮下　脩平 （独）JST 植微 U 数理モデルを利用した植物
ウイルス生態の理解と応用

H23.5.19 H25.3.31 佐藤　拓己 岩手大学工学部 動物生体防御 U カルノシン酸とその誘導体の
ミクログリア活性化に及ぼす影響
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H23.5.19 H25.3.31 洲鎌　秀永 日本医科大学　生理学

（生体統御）
動物生体防御 U ストレスによるミクログリア

活性化メカニズム検討
H23.9.1 H25.8.31 北嶋　康樹 茨城大学農学部 昆虫相互 U 一般化線形モデルによるハダニ

およびカブリダニ類の生活史パ
ラメータの解析

H23.12.22 H25.3.31 望月　　淳 （独）農環研　生物多様
性研究領域

植微 U 作物の抵抗性誘導経路の強化に
よる新規病虫害複合防除手法の
開発

H23.12.22 H25.3.31 村田　未果 （独）農環研　生物多様
性研究領域

植微 U 作物の抵抗性誘導経路の強化に
よる新規病虫害複合防除手法の
開発

H24.4.1 H24.5.31 堤　　浩一 （元　生物研） 植物機能 U イネの高 CO2 応答の作用点の
特定

H24.4.1 H25.3.31 加来　久敏 （株）サカタのタネ　君
津育種場

耐病性作物 U 作物の感染応答機構の解明と
複合病害抵抗性育種素材の開発

H24.4.1 H25.3.31 久保（増本）
千都

（元　生物研） 植物機能 U イネの葉緑体型 PEPC の機能
解析

H24.4.1 H25.3.31 槌田　智子 （元　生物研） 植物機能 U イネ転写因子 ｃ DNA 過剰発現
イネ系統およびキメラリプレッ
サー発現イネ系統の作出と評価

H24.4.1 H25.3.31 山口　宏之 関東化学（株）伊勢原
研究所

動物生体防御 U 牛等の動物由来の原料を用いた
医療用新素材の開発

H24.4.1 H25.3.31 持田　裕司 大日本蚕糸会　蚕業技
術研究所　

昆虫領域長
組換えカイコ U

生殖器官凍結による遺伝子組換え
カイコの長期保存技術の開発

H24.4.1 H25.3.31 竹村　洋子 大日本蚕糸会　蚕業技
術研究所　

昆虫領域長
組換えカイコ U

生殖器官凍結による遺伝子組換え
カイコの長期保存技術の開発

H24.4.1 H25.3.31 中村　敦子 筑波大学生命環境科学
研究科

イネゲノム U イネクロライドチャネルの機能
解析

H24.4.1 H25.3.31 箱山　雅生 東京大学大学院農学生
命科学研究科
応用生命化学専攻植物
栄養・肥料学研究室

植物共生 U 共生窒素固定とトランスポーター
に関する研究

H24.4.1 H25.3.31 佐々木卓治 東京農業大学総合
研究所

作物ゲノム U 作物ゲノム解析と情報解析

H24.4.1 H25.3.31 瀧口　裕子 （独）産総研　生物プロ
セス研究部門　遺伝子
転写制御研究グループ

植物機能 U イネ転写因子キメラリプレッサ
ーを用いた変異体の作出・評価
および利用

H24.4.1 H25.3.31 石塚　　徹 （独）産総研　生物プロ
セス研究部門　遺伝子
転写制御研究グループ

植物機能 U イネ転写因子キメラリプレッサ
ーを用いた変異体の作出・評価
および利用

H24.4.1 H25.3.31 中野　雄司 （独）理研　基幹研究所　
中野生体膜研究室

耐病性作物 U ブラシノステロイド関連遺伝子
のイネへの導入、機能解析

H24.4.1 H25.3.31 山上あゆみ （独）理研　基幹研究所　
中野生体膜研究室

耐病性作物 U ブラシノステロイド関連遺伝子
のイネへの導入、機能解析

H24.4.1 H25.3.31 天野　　晃 （独）理研　筑波研究所　
バイオリソースセンター
情報解析技術室

植物機能 U イネ完全長 cDNA 過剰発現
（FOX) イネ系統データベースの

維持・管理
H24.4.2 H25.3.31 刑部　敬史 埼玉大学環境科学研究

センター
ゲノム機能改変 U 人工制限酵素を用いたイネ標的

遺伝子の改変技術の開発
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研 究 課 題

自 至
H24.4.2 H25.3.31 中山　　明 前橋工科大学

生物工学科
耐病性作物 U イネの病害抵抗性に関わる転写

因子 WRKY45 の標的遺伝子
相互作用の解析

H24.4.2 H28.3.31 茗原眞路子 ヒメミミズ研究
ラボラトリー

成長制御 U ヤマトヒメミミズの遺伝子機能
解析法の開発

H24.4.6 H25.2.28 成田　聡子 （株）グリーンソニア　
研究開発部

植物機能 U イネ転写因子キメラリプレッサ
ーを用いた変異体の作出・評価
及び利用

H24.4.9 H25.3.31 植田　浩一 （独）農環研　生物生態
機能研究領域

植微 U 植物・微生物・害虫相互作用の
研究

H24.5.1 H25.3.31 山谷　紘子 東京農工大学農学部 植物共生 U ミヤコグサ有効根粒形成不全
変異体の解析

H24.6.25 H25.3.31 西脇　奈央 小野薬品工業（株）　
水無瀬研究所　製剤研
究部　第一グループ

動物生体防御 U 牛等の動物由来の原料を用いた
医療用新素材の開発

H24.6.25 H25.3.31 池田　晴菜 小野薬品工業（株）　　
水無瀬研究所　製剤研
究部　第一グループ

動物生体防御 U 牛等の動物由来の原料を用いた
医療用新素材の開発

H24.7.2 H25.3.31 征矢野　敬 基礎生物学研究所　
共生システム研究部門

植物共生 U ミヤコグサの根粒形成に関わる
転写因子の機能解明

H24.7.30 H25.3.31 内野　　正 国立衛研　生活衛生化
学部第２室

動物生体防御 U 平成 24 年度プロジェクト研究
「アグリ・ヘルス実用化研究促

進プロジェクト」
( 大課題 )：牛等の動物由来の原
料を用いた医療用新素材の開発
( 中課題 )：動物実験代替培養
システムの開発

H24.8.1 H25.3.31 矢野　幸司 東京大学大学院農学生
命科学研究科
応用生命化学専攻植物
栄養・肥料学研究室

植物共生 U ミヤコグサの硝酸イオン応答を
制御する新規因子の解析

H24.8.22 H25.3.31 清水久美子 国立衛研　生活衛生化
学部第２室

動物生体防御 U 平成 24 年度プロジェクト研究
「アグリ・ヘルス実用化研究促

進プロジェクト」
( 大課題 )：牛等の動物由来の原
料を用いた医療用新素材の開発
( 中課題 )：動物実験代替培養
システムの開発

H24.10.1 H24.10.31 小野　　剛 東京都農林総合研究
センター

分類評価 U 東京都産の炭疽病菌など植物病
原菌類の分類学的再評価

H24.10.1 H25.3.31 越　　勝男 岩手大学農学部獣医生
理学研究室

動物発生分化 U ウシインターフェロンτの
バイオアッセイ系の確立

H24.11.1 H25.1.31 中村　　充 愛知県農業総合試験場　
山間農業研究所　
稲作研究室

イネゲノム U イネ病害抵抗性遺伝子の QTL
解析法の習得

H24.11.6 H25.1.31 品田　博史 北海道立総合研究機構　
農業研究本部　上川農
業試験場　研究部　
水稲グループ

イネゲノム U 新規 DNA マーカー技術の取得と
北海道主要水稲品種のタイピン
グアレイ

H24.12.10 H25.3.22 山口　直矢 北海道立総合研究機構　
十勝農業試験場　
豆類グループ

ダイズゲノム U ダイズの収量性・機械収穫適性に
関する遺伝子座の解析
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(3) その他の各種制度

受入期間
氏　名 受入先 研究課題

自 至
【特別研究員  JSPS】

H22.4.1 H25.3.31 伊藤　克彦 昆虫ゲノムＵ カイコがもつ感染抵抗性因子を利用した昆虫ウイルス
感染機構の解明

H23.4.1 H26.3.31 横田　圭祐 植物共生Ｕ バイオイメージングによるマメ科植物 - 根粒菌共生を
制御する小胞輸送系の解明

H23.4.1 H26.3.31 関根　一希 成長制御Ｕ 単為生殖における進化メカニズムの発生遺伝学的追究
と性の進化・存在意義の検討

H24.4.1 H27.3.31 安達　俊輔 イネゲノムＵ 逆遺伝学的手法を用いた収量・バイオマス生産向上に
関わる遺伝子の網羅的探索

H24.4.1 H27.7.31 二橋美瑞子 組換えカイコＵ 昆虫における分散型動原体・局在型動原体の比較解析

H24.4.1 H27.3.31 菊田　真吾 昆虫機能Ｕ 酸化ストレスで誘導されるトレハローストランスポー
ター遺伝子の発現制御機構の解明

H24.4.1 H27.3.31 畑中　理恵 昆虫機能Ｕ ネムリユスリカの極限乾燥耐性に関わる新規ストレス
タンパク質の機能解析

受入期間
氏　名 所　属 受入先

自 至
【連携大学院】

H20.4.1 H25.3.31 佐久間　俊 千葉大学大学院　園芸学研究科
環境園芸学専攻

作物ゲノムＵ

H21.4.1 H25.3.31 權　　容益 横浜市立大学大学院　生命ナノシステム
科学研究科　ゲノムシステム科学専攻

ゲノム機能改変Ｕ

H21.4.1 H25.3.31 冨澤　　真 東京大学大学院　新領域創成科学研究科
先端生命科学専攻

昆虫領域

H21.10.1 H25.3.31 Shun-Zong Ning 千葉大学大学院　園芸学研究科 作物ゲノムＵ

H22.4.1 H26.3.31 谷原　史倫 山口大学大学院　連合獣医学研究科 動物発生分化Ｕ

H23.4.1 H25.3.31 上元　佑馬 東京大学大学院　新領域創成科学研究科
先端生命科学専攻

植物共生Ｕ

H24.4.12 H26.3.31 清水　　弥 東京大学大学院　新領域創成科学研究科
先端生命科学専攻

昆微Ｕ

H24.10.1 H27.9.30 西ヶ谷有輝 東京大学大学院　新領域創成科学研究科
先端生命科学専攻

植物共生Ｕ

 
【インターンシップ】  

H24.7.30 H24.8.10 鈴木　惟史 東京農工大学大学院　農学府生物生産化学 イネゲノムＵ

H24.8.14 H24.9.14 柿崎　優太 日本大学生産工学部 昆虫相互Ｕ

H24.8.22 H24.9.4 菅沼　裕介 愛媛大学農学部生物資源学科 多様性活用Ｕ

H24.8.27 H24.8.31 中根　梨江 茨城大学農学部 植物共生Ｕ

H24.8.30 H24.9.14 平佐衣梨奈 日本大学生産工学部 昆虫相互Ｕ

H24.9.6 H4.9.20 杉若　侑治 愛媛大学農学部生物資源学科 多様性活用Ｕ
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受入期間
氏　名 所　属 受入先

自 至
H24.9.10 H24.9.14 青山恵李圭 愛媛大学農学部 ゲノム機能改変Ｕ

H24.9.10 H24.9.14 小坂奈央美 愛媛大学農学部 ゲノム機能改変Ｕ

H24.9.10 H24.9.28 増井はるか 東京農工大学大学院　農学府生物生産科学専攻 組換えカイコＵ

H24.11.1 H24.12.31 加藤　咲穂 茗溪学園高等学校
（個人課題研究生として受入）

昆虫相互Ｕ
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