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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

【国際機関】
H25.5.25 H25.6.2 国際連携室 /

ダンカン　ヴォーン
タイ　FAOアジア ･
太平洋州地域事務所

FAO（GCP/RAS/284/JPN）プロジェクト　地域
会合出席

H25.5.26 H25.5.29 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

タイ　FAOアジア ･
太平洋州地域事務所

FAO（GCP/RAS/284/JPN）プロジェクト　地域
会合出席

【農林水産省】
H25.4.7 H25.4.12 組換えカイコU/

河本　夏雄
フランス　OECD
本部

OECDの第 27 回バイオテクノロジーの規制的監
督の調和に関するワーキンググループへの出席

H25.9.22 H25.10.1 理事 / 長峰　　司 ロシア連邦　ロシア
農業科学アカデミー
ほか

平成 25 年度日ロ農業技術交流に係る「植物遺伝
資源の利活用に向けた協力関係の構築」の調査

H25.9.10 H25.9.14 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

ミャンマー　
ネピドーほか

日・ミャンマー農林水産業協力対話第 4回会合
出席

H25.12.4 H25.12.10 昆虫ゲノムU/
門野　敬子

インド　
バンガロール

国際養蚕委員会 (ISC) 第 23 回総会出席

【国内機関】
H25.7.7 H25.7.18 耐病性作物U/

林　長生
ケニア　
NIB アヘロ支所ほか

いもち病の発病調査と菌系の収集（JSPS 二国間
共同研究事業）

H25.8.24 H25.9.1 先端ゲノムセンター
/矢野　昌裕

コロンビア　
国際熱帯農業研究セ
ンターほか

地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）
に係る相手国協力機関との研究打ち合わせおよ
び現地視察

H25.8.24 H25.9.1 イネゲノムU/
宇賀　優作

コロンビア　国際熱
帯農業研究センター
ほか

地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）
に係る相手国協力機関との研究打ち合わせおよ
び現地視察

H25.10.15 H25.10.20 動物発生分化U/
菊地　和弘

インドネシア　
ボゴール　
ジョクジャカルタ

共同研究「希少野生トラの精液凍結保存法の開
発」

H25.11.3 H25.11.13 組換え推進室 /
田部井　豊

ドイツ　ベルギー　
オランダ

欧州での新たな育種技術 (NBT) の開発・規制動
向調査

H25.11.9 H25.11.18 保存 ･情報 U/
竹谷　　勝

メキシコ　国立遺伝
資源センター　在墨
JICA 事務所

SATREPS（JICA-JST）事業に係る各専門分野での
共同研究を行うとともに、超低温保存シンポジ
ウムの主催者としての講演

H25.11.9 H25.11.18 分類評価 U/
青木　孝之

メキシコ　国立遺伝
資源センター　在墨
JICA 事務所

SATREPS（JICA-JST）事業に係る各専門分野での
共同研究を行うとともに、超低温保存シンポジ
ウムの主催者としての講演

H25.11.9 H25.11.18 保存 ･情報 U/
福井　邦明

メキシコ　国立遺伝
資源センター　在墨
JICA 事務所

SATREPS（JICA-JST）事業に係る各専門分野での
共同研究を行うとともに、超低温保存シンポジ
ウムの主催者としての講演

H25.11.18 H25.11.24 作物ゲノムU/
半田　裕一

カナダ
サスカトゥーン

小麦イニシアティブ第 3回機関調整委員会等へ
の参加

H25.12.1 H25.12.11 ゲノム機能改変 U/
雑賀　啓明

アメリカ　
ワシントンほか

米国におけるNBT の開発・規制動向の調査

【相手側】
H25.4.20 H25.5.19 植微 U/ 竹内　香純 スイス　ローザンヌ

大学
植物拮抗細菌の二次代謝制御に関わるタンパク
質の発現解析、RNA発現解析並びに研究打合せ
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派遣期期間
所属 /氏名 派遣先 研究課題または用務

自 至
H25.5.16 H25.6.21 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

H25.6.5 H25.6.10 ゲノム機能改変U/
土岐　精一

アメリカ　
ミネソタ大学

TagMo（Targeted modifi cation）Work shop［標
的変異ワークショップ］への参加及びミネソタ
大 Daniel Voytas 博士との研究打ち合わせ

H25.6.25 H25.6.29 昆虫ゲノムU/
門野　敬子

中国　西南大学 ハスモンヨトウの共同研究及びカイコガ科のウ
イルス抵抗性の進化に関する共同研究

H25.7.4 H25.7.13 昆虫機能 U/
黄川田隆洋

ロシア　サンクトペ
テルブルク

ヨーロッパ生化学会連合会議 2013（FEBS 
Congress 2013）参加

H25.8.27 H25.9.3 家畜ゲノムU/
上西　博英

イタリア　国立ミラ
ノ大学

第 10 回国際獣医免疫シンポジウム参加

H25.9.10 H25.10.25 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

遺伝子組換えを利用した高機能シルク作出のた
めの絹糸タンパク質分析

H25.9.28 H25.10.8 耐病性作物U/
林　　長生

ベナン　アフリカラ
イスセンター

アフリカライスセンター外部評価出席

H25.10.20 H25.10.24 ゲノムインフォU/
伊藤　　剛

イタリア　ローマ CGIAR バイオテクノロジー小委員会作業部会参
加

H25.10.29 H25.11.1 ゲノムインフォU/
伊藤　　剛

中国　深圳市 第 8回国際ゲノム学会議参加

H25.11.10 H25.11.16 先端ゲノム解析室 /
呉　　健忠

中国　中国国家水稲
研究所ほか

中国国家水稲研究所訪問、セミナー参加と講演、
圃場見学及び中国科学院訪問

H25.11.19 H25.11.26 ゲノム機能改変U/
土岐　精一

アメリカ　オクラホ
マ州アードモアほか　

T-DNA 挿入ワークショップ並びにクラウンゴー
ル会議参加・発表

H25.12.9 H25.12.11 イネゲノムU/
米丸　淳一

中国　瀋陽農業大学 イネゲノミクス研究における研究打合せ

H26.1.5 H26.1.8 加害耐虫 U/
門野　敬子

中国　西南大学 ハスモンヨトウゲノムプロジェクト会議出席

H26.1.5 H26.1.8 昆虫ゲノムU/
上樂　明也

中国　西南大学 ハスモンヨトウゲノムプロジェクト会議出席

H26.3.19 H26.3.22 動物発生分化U/
菊地　和弘

タイ　カセテート大
学

第 2回タイ動物繁殖学会シンポジウム招待講演

H26.3.22 H26.3.28 昆虫機能 U/
黄川田隆洋

フランス　ポミシェ 国際セミナー ｢New Frontiers in Anhydrobiosis｣
招待講演

【海外派遣】
H24.10.15 H26.10.14 機能性作物U/

川勝　泰二
アメリカ　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】

H25.3.30 H27.3.29 耐病性作物U/
井上　晴彦

ドイツ　マックスプ
ランク研究所

アラビドプシスに内生する根粒菌による生育促
進効果のメカニズム解析【ギャランティー】
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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
H25.4.24 H25.4.24 多様性活用U/

内藤　　健
生命システム科学特別講義講師 県立広島大学 県立広島大学

H25.5.7 H24.5.7 イネゲノムU/
山本　英司

イネ系統を用いた新しいゲノ
ム解析の手法確立に向けた最
近の研究成果の講演

名古屋大学 名古屋大学

H25.6.17 H25.6.19 技術支援室 /
小山　朗夫、
富山　浩和

桑の接ぎ木用穂木取り指導お
よび選抜、経過観察に基づく
その後の選定方法についての
助言、技術指導

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

H25.7.9 H25.7.10 成長制御 U/
大門　高明

「ゲノム比較による鱗翅目昆虫
進化の解明」の研究推進に関
わる新規トランスジェネシス
技術の情報提供ならびにセミ
ナー講師

岩手大学 岩手大学

H25.7.11 H25.7.12 ゲノムインフォU/
田中　　剛、
坂井　寛章

NGS データ解析講習会講師 岐阜大学 岐阜大学

H25.9.2 H25.9.2 ゲノムインフォU/
伊藤　　剛

明治大学ワークショップ・シ
ンポジウム講師

明治大学科学技
術研究所

明治大学

H25.9.13 H25.9.13 植微 U/ 西村麻理江 日本マイコトキシン学会第73回
学術講演会講師

日本マイコトキ
シン学会第73回
学術講演会実行
委員会

大阪府立大学学術交流
会館

H25.9.30 H25.9.30 植微 U/ 瀬尾　茂美 平成25年度第3回農業技術ク
ラブ勉強会講師

農林水産省 農林水産技術会議事
務局

H25.10.9 H25.10.10 ゲノム機能改変U/
土岐　精一、
横井　彩子
耐病性作物U/
高辻　博志
組換えセンター /
高岩　文雄

MARCO-FFTC ワークショップ
「アジアにおける遺伝子組換え
食用作物のベネフィットとリ
スク」講師

( 独）農環研 つくば国際会議場

H25.10.15 H25.10.16 モデルブタU/
大西　　彰
ゲノムリソースU/
安江　　博

平成 25 年度中央地区産技術研
修会講師

NLBC 農林水産省生産局

H25.11.5 H25.11.5 動物生産生理U/
矢用　健一

家畜衛生研修会講師 農林水産省消
費・安全局

動衛研

H25.11.17 H25.11.19 技術支援室 /
小山　朗夫

シマグワ活用創出事業に関す
る講演会講師

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

H25.11.19 H25.11.19 モデルブタU/
大西　　彰

「実験用ブタの開発と利用につ
いて」講師

東京農業大学 東京農業大学

H25.11.28 H25.11.29 技術支援室 /
小山　朗夫

「カイコをモデルとした分散動
原体型染色体における突然変
異部位配列の特定」の研究推
進に関わるカイコ桑葉育の最
新技術指導と情報提供並びに
セミナー講師

岩手大学 岩手大学農学部

H25.12.2 H25.12.2 分類評価 U/
佐藤　 豊

平成 25 年度植物防疫官専門研
修（植物病理コース）講師

横浜植物防疫所 植物防疫所研究セン
ター

H25.12.18 H25.12.20 生体分子 U/
西ヶ谷有輝

日本生体エネルギー研究会討
論会シンポジウム講演

名古屋大学 静岡県コンベンショ
ンアーツセンター



農業生物資源研究所　平成 25 年度年報

派
遣
・
受
入

71

派遣期間
所属 / 氏名 用務 派遣先 用務先

自 至
H25.12.16 H25.12.18 技術支援室 /

小山　朗夫、
富山　浩和

桑苗の育成技術指導に係る講師 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

H26.1.8 H26.1.8 組換え推進室 /
田部井　　豊

技術経営専攻科目「食料生産
と未来技術」専門的知識提供

東京工業大学 東京工業大学

H26.1.14 H26.1.14 モデルブタU/
中井　美智子

「動物応用科学概論Ⅱ」特別講師 麻布大学 麻布大学

H26.2.17 H26.2.19 技術支援室 /
小山　朗夫、
塚田　亀雄

桑果実品種の管理技術指導に
係る講師

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

H26.2.24 H26.2.25 成長制御 U/
田中　良明

平成 26 年度緑と水の環境技術
革命プロジェクト事業課題提
案会アドバイザー

農林水産省 農林水産省食料産業局

H26.2.27 H26.2.27 理事 / 町井　博明 「挑戦型企業セミナー」に関す
る講演

京都工芸繊維大学 丹後織物工業組合本部

H26.2.27 H26.2.27 新機能素材U/
寺本　英敏

理研セミナー講師 （独）理研 （独）理研

H26.2.28 H26.2.28 組換え推進室 /
田部井　　豊
ゲノム機能改変U/
土岐　精一、
雑賀　啓明

「新たな植物育種技術」シンポ
ジウム講師

JATAFF JATAF

H26.3.7 H26.3.7 先端ゲノムセンター
/矢野　昌裕

公開シンポジウム「植物遺伝
子科学の進歩と品種改良への
新たな展開」講師

北海道大学 北海道大学

H26.3.7 H26.3.7 遺伝資源センター /
河瀬　眞琴

「海外植物遺伝資源の利用促進
セミナー」講師

三菱UFJリサーチ
＆コンサルティン
グ(株)

毎日インテシオ
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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】
H23.10.1 H25.9.30 植物領域 /飯　　哲夫 内閣府食品安全委員会

（内閣総理大臣所管）
食品安全委員会専門委

H23.10.3 H29.9.30 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

H23.12.1 H25.11.30 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

H24.4.1 H26.3.31 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

H25.3.8 H27.2.14 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
H25.4.18 H26.2.13 昆虫領域 /野田　隆志 農林水産省消費・安

全局
病害虫発生予報の作成に係る協力依頼

H25.4.19 H26.3.31 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

H25.5.21 H26.3.31 生体分子 U/ 前田　美紀 文部科学省科学技術
政策研究所

緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業における課題提案会アドバイザー

H25.6.1 H26.3.31 成長制御 U/ 田中　良明 農林水産省食品産業局 日本学術会議連携会員

H25.6.14 H26.3.31 ゲノムインフォU/
伊藤　　剛

国際農業研究協議グ
ループ独立科学パー
トナーシップ理事会

戦略調査研究のための小委員会委員

H25.7.1 H26.6.30 動物生体 U/ 竹之内敬人
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

H25.7.10 H26.3.31 情報管理室 /大川　まゆ 技会筑波事務所 文献情報サービスに関する担当者の会

H25.7.23 H 26.3.31 広報室 / 井濃内　順
ゲノムインフォU/
田中　　剛
昆微U/ 陰山　大輔
植物共生U/ 今泉　温子

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

H25.10.1 H27.9.30 植物領域 /飯　　哲夫 内閣府食品安全委員会
（内閣総理大臣所管）

食品安全委員会専門委員

H25.11.8 H25.12.10 耐病性作物U/ 西澤　洋子 文部科学省科学技術
政策局

技術審査専門員

H26.1.20 H28.3.31
 

研究主幹 /加藤　　浩 技会筑波事務所 農林水産業・食品産業科学技術研究推
進事業評価分科会委員

H26.2.3 H27.3.31 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

【地方公共団体の委員会】
H23.5.23 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

H25.6.25 H26.3.31 ゲノム機能改U/ 宮原　研三 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】
H24.6.1 H25.5.31 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
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
H24.9.27 H26.3.31 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

H25.4.1 H26.3.31 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　

遺伝子組換え実験安全委員会専門委員

H25.4.1 H26.3.31 モデルブタU/ 大西　　彰 日本実験動物協会 生産対策委員会委員

H25.4.1 H26.3.31 家畜ゲノムU/ 上西　博英 JATAFF 組換え DNA実験安全委員会委員
H25.4.1 H26.3.31 先端ゲノムセンター /

矢野　昌裕
かずさDNA研究所 国際学術誌DNA Research 集委員

H25.4.3 H26.3.31 動物発生分化U/ 野口　純子 家畜改良事業団 家畜
改良技術研究所

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

H25.4.19 H26.3.28 ゲノム機能改U/ 雑賀　啓明
耐病性作物U/ 林　　長生、
南　　栄一、西澤　洋子
植物共生U/ 今泉　温子
植微U/ 石川　雅之、
光原　一朗、竹内　香純
昆虫成長U/ 塩月　孝博
研究主幹 /朝岡　潔
動物発生分化U/ 徳永　智之、
内藤　　充
動物生産生理U/ 岡村　 裕昭

JATAFF 「農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業」一次 ( 書面 ) 審査専門評価
委員

H25.6.1 H26.5.31 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

競争馬総合研究所外部研究評価委員会
委員

H25.6.24 H26.3.20 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

JATAF 植物遺伝資源アクセス円滑事業検討会
委員

H25.8.1 H26.3.31 保存・情報U/ 山本　伸一 日本植物園協会 ナショナルコレクション構築に関する検討
会委員

H25.8.7 H26.3.31 家畜ゲノムU/ 上西　博英 日本養豚協会 家畜個体識別システム利活用促進事業
に係る豚及び豚肉トレーサビリティー
種豚改良検討会委員会委員

H25.8.28 H26.3.20 ゲノム機能改U/ 土岐　精一 JATAFF 欧米における新たな育種技術開発・規
則政策や開発動向に関する調査業務検
討会委員

H25.10.25　H26.3.31 研究主幹 /加藤　　浩 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

H26.2.10 H26.3.28 研究主幹 /朝岡　　潔
ゲノムインフォU/
伊藤　　剛、坂井　寛章
作物ゲノムU/ 半田　裕一
昆虫ゲノムU/ 山本　公子
ダイズゲノムU/ 石本　政男
ゲノム機能改U/ 土生　芳樹､
雑賀　啓明
生体分子U/ 藤本　　瑞
遺伝子組換えU/ 羽賀　篤信
耐病性作物U/ 森　　昌樹
分類評価U/ 佐藤　豊三
植物共生U/ 今泉　温子
植微U/ 石川　雅之、
光原　一朗
成長制御U/ 篠田　徹郎、
塩月　孝博
動物生産生理U/ 岡村　裕昭、
佐藤　　充
研究主幹 /加藤　　浩

JATAFF 「農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業」一次 ( 書面 ) 審査専門評価
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

【独立行政法人・国立大学法人の委員会】
H23.5.19 H27.3.31 先端ゲノムセンター /

矢野　昌裕
（独）農研機構
野茶研

アドバイザリー委員

H24.4.2 H26.3.31 ゲノムリソースU/
長村  吉晃

（独）JST 研究アドバイザー

H24.7.5 H26.3.31 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

H24.8.1 H25.7.31 植物領域 /飯　　哲夫
作物ゲノムU/ 半田　裕一
植物機能U/ 宮尾　光恵
動物発生分化U/ 野口　純子

（独）JSPS 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

H24.11.22 H27.3.31 ゲノムリソースU/ 長村  吉晃 （独）水産総合研究セ
ンター

研究課題評価会議外部委員

H24.11.26 H27.3.31 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

H24.12.1 H25.11.30 ダイスゲノムU/ 加賀　秋人植
微U/ 石川　雅之
昆虫相互U/ 霜田　政美
動物発生分化U/
金子　浩之、菊地　和弘

（独）JSPS 科学研究費委員会専門委員

H25.2.14 H28.2.13 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
H25.4.1 H26.3.31 遺伝資源センター /

河瀬　眞琴
ゲノムインフォU/ 伊藤　　剛

（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

H25.4.1 H27.3.31 作物ゲノムU/ 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

H25.4.1 H27.3.31 ゲノムリソースU/
長村  吉晃

国立遺伝研 DNAデータ研究利用委員会委員

H25.4.4　　H26.3.31 耐病性作物U/ 南　　栄一 （独）農研機構
花き研

遺伝子組換え生物等使用実験安全委員
会委員

H25.4.10 H26.3.31 作物ゲノムU/ 菊池　尚志 （独）農研機構
中央農研

遺伝子組換え生物等第二種使用実験安
全委員会

H25.4.12 H26.3.31 組換え推進室 /田部井　豊 （独）農環研 隔離ほ場組換え植物安全管理委員会委
員

H25.4.15 H26.3.31 分類評価 U/ 澤田　宏之 （独）農環研 微生物実験安全委員会委員
H25.4.19 H26.3.31 耐病性作物U/ 山崎　宗郎 （独）農環研 組換え生物等第二種使用実験安全委員

会委員

H25.4.24 H27.3.31 イネゲノムU/ 杉本　和彦
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

H25.4.24 H27.3.31 イネゲノムU/ 杉本　和彦
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

H25.4.30 H26.3.31 植物機能 U/ 市川　裕章 （独）JIRCAS 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

H25.5.1 H26.3.31 作物ゲノムU/ 小松田隆夫
国際連携室 /土門　英司

岡山大学資源植物科
学研究所

ナショナルバイオリソースプロジェクト
(NBRP)・オオムギ運営委員会委員
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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
H25.5.1 H27.3.31 耐病性作物U/ 西澤　洋子 （独）JSPS 分科会委員

H25.5.7 H27.3.31 動物発生分化U/ 徳永　智之 （独）理研 筑波遺伝子組換え実験安全委員会委員
H25.5.13 H26.3.31 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

H25.5.31 H26.3.31 耐病性作物U/ 西澤　洋子 （独）JSPS 科学技術人材育成費補助事業委員会
H25.6.1 H26.3.31 研究主幹 /朝岡　　潔 （独）JIRCAS 英文誌ＪＡＲＱ編集委員

H25.6.3 H26.3.31 遺伝資源センター /
河瀬　眞琴

（独）地球研 総合地球環境学研究所共同研究員

H25.6.20 H26.3.31 遺伝資源センター /
河瀬　眞琴

国立遺伝研 生物遺伝資源委員会委員

H25.6.25 H26.3.31 ゲノムリソースU/ 長村  吉晃
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

H25.6.25 H26.3.31 作物ゲノムU/ 半田　裕一
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）・コムギ運営委員会委員

H25.6.25 H26.3.31 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

H25.6.25 H27.3.31 ゲノムリソースU/長村  吉晃
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

H25.7.1 H26.3.31 遺伝資源センター /
河瀨　眞琴

（独）JIRCAS 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

H25.7.16 H26.8.9 動物発生分化U/ 菊地　和弘 信州大学 博士学位論文外部審査委員
H25.8.1 H26.3.31 ダイスゲノムU/ 石本　政男

植物共生U/ 林　　誠
宮崎大学 NBRP ミヤコグサ・ダイズ運営委員会

委員

H25.8.9 H26.3.24 動物発生分化U/ 菊地　和弘 東京大学 農林水産業・食品産業科学技術研究推
進事業委託事業アドバイザー

H25.10.31 H26.3.31 ゲノムインフォU/
伊藤　　剛
植物機能U/ 井澤　　毅
動物生産生理U/ 岡村　裕昭

（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

H25.12.11 H26.3.31 植物機能 U/ 徳富　光恵 （独）JST 研究成果最適展開支援プログラム専門
委員

H26.1.15 H26.3.31 動物発生分化U/ 内藤　　充 筑波大学 学位論文審査委員会委員

【民間の委員会】
H25.7.23 H26.3.22 遺伝資源センター /

河瀨　眞琴
三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング(株)

農林水産分野における遺伝資源利用促
進事業検討会委員
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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】
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

H25.9.1 H27.8.31 Dai Fei 中国 作物ゲノムU オオムギにおける小穂非脱落性
遺伝子の進化

H25.9.6 H26.7.5 Andrew 
Kalyebi

ウガンダ 加害耐虫U 寄生バエDrino inconspicuoides 
の発現遺伝子解析

H25.9.7 H25.9.21 ZUrovec 
Michal

チェコ 新機能素材U チェコ科学アカデミーとの覚書
による共同研究

H25.11.29 H27.11.28 Alisa 
Kongjaimun

タイ 多様性活用U ダイズゲノムリソースを利用し
たジュウロクササゲの長莢化遺
伝子の解明と利用

【科学技術国際交流センター　JISTEC】
H26.1.20 H26.2.20 Choi Insu Inha University

（大韓民国）
ゲノムインフォU The 21st Winter Institute Program

【講習生】
H25.3.1 H25.9.30 Gulli Salvatore University of Pisa

（イタリア）
組換えカイコU 繰糸機械の自動化に関する研究

H25.5.20 H25.6.14 Kim Chan-Hee Pusan National 
University（大韓民国）

成長制御U ホソヘリカメムシの JH分析

H25.9.1 H25.10.31 Carlos P 
Cantalapiedra

Laboratory of 
Computational Biology, 
Spanish National 
Research Council
（スペイン）

ゲノムインフォU RNA-Seq データを用いたオオム
ギスペイン在来種の発現解析及
び多型検出

H25.9.29 H25.11.30 Ruth 
Appeltant

Faculty of Veterinary 
M e d i c i n e ,  G h e n t 
University（ベルギー）

動物発生分化U ブタにおける体外受精および胚
の生産に関する研究 

H25.11.1 H25.12.20 Cheng-chieh 
Wu

Institute of Plant and 
M i c r ob i a l  B i o l o g y , 
Academia Sinica（台湾）

ゲノムインフォU 構造変化と進化パターンを重視
し栽培した野生稲の種の比較分
析

【所内経費】
H25.10.1 H25.10.30 T.M.T.Ganga 

Udayanthi 
Tennekoon

Plant Genetic Resources 
Center（スリランカ )

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Rita Carolina 
Girón AgUilar

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria
（ペルー）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.12 H25.10.26 Jeff rey J. 
Doyle

Department of Plant 
Biology, Cornell 
University（アメリカ）

植物共生U 根粒共生の進化

H25.10.12 H25.10.26 Ryoko Oono Department of Biology, 
Duke University
（アメリカ）

植物共生U 根粒共生の進化



農業生物資源研究所　平成 25 年度年報

派
遣
・
受
入

77

受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至
H25.10.12 H25.10.20 Janet I. Sprent University of Dundee

（イギリス） 
植物共生U 根粒共生の進化

H25.10.20 H25.10.27 Seta 
Rukmalasari 
AgUstina

Indonesian Agency for 
Agricultural Research 
and Development
（インドネシア）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.22 H25.10.26 Solita Reyes 
Sicat

Bureau of Plant Industry
（フィリピン）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.22 H25.10.26 Keerthi 
Hettiarachchi

Plant Genetic ResoUrces 
Center（スリランカ）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.22 H25.10.26 Segundo 
Manuel 
Sigueñas 
Saavedra

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria
（ペルー）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H26.1.23 H26.3.22 Chen 
Guoxiong

中国科学院寒区旱区環
境 ･工程研究所

作物ゲノムU 受託プロ「麦及び飼料作物の有
用遺伝子の同定とDNAマーカー
の開発」(TRS) の内の「麦類形態
形成遺伝子の単離と形質発現機
構解明 (TRS1002)」、および交付
金研究の課題として「オオムギ
突然変異体の解析に関する研究」

H26.1.27 H26.2.1 Magdalena 
Skrzypczak

Centre of New 
Technologies, 
University of Warsaw
（ポーランド）

昆虫機能U 乾燥耐性機構研究のための新規
な二本鎖DNA切断部位マッピン
グ法の確立

H26.3.2 H26.3.6 La Tuan Nghia Plant Resources 
Center,Vietnamese 
Academy of Agricultural 
Sciences（ベトナム）

多様性活用U ベトナム VAAS 植物資源センタ
ーと生物研間のMOUに基づき、
遺伝資源の評価に関する協議

H26.3.2 H26.3.6 Tran Danh 
Suu

Plant Resources 
Center,Vietnamese 
Academy of Agricultural 
Sciences（ベトナム）　

多様性活用U ベトナムVAAS植物資源センター
と生物研間のMOUに基づき、遺
伝資源の評価に関する協議

H26.3.2 H26.3.8 Hemal 
Dhammika 
Fonseka

Horticulture Crop 
Research and 
Development Institute
 ( スリランカ）
Plant ResoUrces 
Center,Vietnamese 
Academy of Agricultural 
Sciences（ベトナム）

多様性活用U ベトナムVAAS植物資源センター
と生物研間のMOUに基づき、遺
伝資源の評価に関する協議

H26.3.3 H26.3.8 Rita Carolina 
Girón Aguilar

instituto Nacional de 
Innovación Agraria
( ペルー）

多様性活用U 遺伝資源の機能解析等に係る途
上国能力開発事業による招聘
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至

【相手国等】
H24.4.14 H25.4.13 Nancy 

Calderon 
Cortes

National Autonomous 
University of Mexico
（メキシコ）

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

H25.5.12 H25.10.12 Sompong 
Chankaew

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

H25.7.13 H25.9.12 Valeriya 
Zabelina

Institute of Entomology 
Academy of Sciences of 
the Czech Republic
（チェコ共和国）

組換えカイコU 単為発生系統の遺伝子組換え
カイコ研究への利用

H25.7.13 H25.7.26 František 
Sehnal

Institute of Entomology 
Academy of Sciences of 
the Czech Republic
（チェコ共和国）

組換えカイコU 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

H25.7.20 H25.9.30 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遺伝的多
様性解析

H25.9.24 H25.11.6 Alba 
Margarita 
Hernandez

National Forestry, Crops 
and Livestock Research 
Institute（メキシコ）

GB事業推進室 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

H25.10.1 H25.10.30 Ouk Sothea Cambodian Agricultural 
Research and 
Development Institute
（カンボジア）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Hakim 
Kurniawan

Indonesia Center 
for Agricultural 
Biotechnology and 
Genetic Research and 
Development
（インドネシア）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Khamtay 
Vongxaya

National Agriculture 
and Forestry Research 
Institute（ラオス）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Mohd. Nor 
Faizal Bin 
Ghazalli

Strategic Resource 
Research Centre
（マレーシア）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Chaw Su Su 
Htwe

Ministry of Agriculure 
and Irrigation
（ミャンマー）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Jonathan 
Ceria 
Descalsota

University of the 
Philippnes at Los Banos
（フィリピン）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺
伝資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Bordintorn 
Sonsupab

Plant Variety Protection 
Herbarium（タイ）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.1 H25.10.30 Ha Minh Loan Vietnamese Academy 
of Agricultural Sciences
（ベトナム）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.22 H25.10.26 GhUlam 
MUstafa Sajid

National AgricUltUral 
Research Center
（パキスタン）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約

H25.10.22 H25.10.26 Shri Avinash 
K.Srivastava

Ministry of AgricUltUre, 
Department of 
AgricUltUre & 
Cooperation（インド）

国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至
H26.2.13 H26.2.25 František 

Sehnal
Institute of Entomology 
Academy of Sciences of 
the Czech Republic
（チェコ共和国）

組換えカイコU 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

H26.2.17 H26.5.16 Yuyan 
Xiaohui

中国科学院東北地理・
農業生態研究所（中国）

先端ゲノム解析室、
ゲノムインフォU

次世代シーケンサーによる塩基
配列解読方法とデータマイニン
グにおける研修

H26.3.1 H27.2.28 Li Guang-
Rong

電子科技大学生命科学
技術学院（中国）

作物ゲノムU オオムギ六条性遺伝子の発現調
節領域の同定に関する研究

H26.3.23 H26.4.22 Chen 
Guoxiong

中国科学院寒区旱区環
境 ･工程研究所（中国）

作物ゲノムU 麦類形態形成遺伝子の単離と形
質発現機構解明、オオムギ突然
変異体の解析に関する研究

(2) 国内からの受入

【講習生】
H25.4.1 H26.3.31 杉田　悠貴 東邦大学理学部 耐病性作物U イネいもち病菌の毒素産生能の

解析

H25.4.1 H26.3.31 Nguyen Thi 
Men

筑波大学大学院生命環
境科学研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 加藤　徳子 麻布大学大学院獣医学
研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 守矢　　敬 日本大学大学院生産工
学研究科

昆虫相互U RNA 干渉法を用いた昆虫にお
ける行動制御機構の遺伝子機能
解析

H25.4.1 H26.3.31 鈴木　孝洋 （独）産総研バイオメデ
ィカル研究部門

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

H25.4.1 H26.3.31 川崎　陽久 （独）産総研バイオメデ
ィカル研究部門

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

H25.4.1 H26.3.31 伊藤　薫平 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 山本　大介 自治医科大学医学部 成長制御U 昆虫で RNAi 法による遺伝子機能
解析、人工授精法の習得

H25.4.1 H26.3.31 上原　拓也 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

昆虫相互U チャバネアオカメムシの光応答
反応の解析

H25.4.1 H25.8.31 北澤久美子 東京農業大学国際食料
情報学部

多様性活用U Vigna 属遺伝資源の多様性解析

H25.4.1 H26.3.31 瀬尾　和聖 長岡技術科学大学生物
機能工学専攻

生体分子U 熱分析による酵素活性測定法の
開発

H25.4.1 H25.8.31 中尾絵真理 東京農業大学国際食料
情報学部

イネゲノムU 染色体断片置換系統群を用いた
根系形態に関連するQTL の解析

H25.4.1 H26.3.31 森山　　崇 東京大学大学院総合文
化研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 藤田　卓磨 東京理科大学大学院基
礎工学研究科

多様性活用U ソルガムにおける遺伝的多様性
の解析

H25.4.1 H26.3.31 風間　静花 東京電機大学大学院工
学研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 岩川　純也 東京大学大学院農学生
命科学研究科

耐病性作物U イネ耐病性変異体由来の新規
plant activator 探索
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至
H25.4.1 H26.3.31 五島　正幸 東海大学大学院工学研

究科
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

H25.4.1 H26.3.31 古謝　克磨 筑波大学生物資源学類 ダイズゲノムU 遺伝子組換えダイズの導入遺伝
子環境拡散リスク評価モデルの
精緻化

H25.4.1 H26.3.25 柿崎　優太 日本大学生産工学部 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

H25.4.1 H26.3.31 野田　衣里 東京理科大学薬学部 動物生体防御U エラスチン含有ビトリゲルの開発
H25.4.1 H26.3.31 Zhang Lixia 東京大学大学院農学生

命科学研究科
耐病性作物U タンパク質間相互作用の解析実験

H25.4.1 H25.9.30 岩上　哲史 京都大学大学院農学研
究科

ゲノム機能改変U タイヌビエにおける除草剤抵抗性
遺伝子の単離・解析、及びその活
用に関する研究

H25.4.1 H26.3.31 平渡啓太郎 山形大学大学院理工学
研究科

家畜ゲノムU 雄繁殖低下症の解析

H25.4.1 H26.3.31 小原　崇司 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

耐病性作物U 細胞壁を改変したイネの耐病性
評価

H25.4.1 H26.3.31 村川　裕基 東京理科大学大学院理
工学研究科

植物機能U 植物の耐凍性に関する研究

H25.4.1 H26.3.31 佐伯真二郎 神戸大学大学院農学研
究科

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

H25.4.22 H25.8.9 泉水佳菜子 東京理科大学基礎工学部 作物ゲノムU ムギ類花成 ･生殖関連遺伝子の
同定と機能解析

H25.5.7 H26.3.31 Rusama 
Marubodee

三重大学大学院生物資
源学研究科

多様性活用U Vigna属植物の遺伝的多様性解析

H25.5.7 H26.3.31 武田美和子 東京農工大学大学院生
物システム応用科学府

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

H25.5.9 H26.3.31 山村　千紘 東京理科大学理工学部 耐病性作物U 植物の生物的ストレス抵抗性機
構の解析

H25.5.14 H25.5.24 Do Thi Kim 
Lanh

山口大学大学院連合獣
医学研究科

動物発生分化U ブタの体外胚生産に関する研究

H25.5.20 H25.5.24 丹羽　昌信 ホクレン農業協同組合
連合会農業総合研究所

分類評価U 種々のフザリウム属菌の観察、
同定方法

H25.6.1 H26.3.31 鈴木　惟史 東京農工大学農学部 イネゲノムU 水稲の老化と吸水に関わる形質
のQTL 解析

H25.6.1 H26.3.31 鎌田　百香 帝京科学大学生命環境
学部

昆微U 昆虫ポックスウイルスの研究

H25.6.5 H25.6.14 Li Xiaofei 信州大学農学部 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

H25.6.24 H26.3.31 森永　敏史 東京大学大学院農学生
命科学研究科

組換えカイコU カイコの摂食行動に関わる嗅覚
および味覚の受容体の解析

H25.6.27 H25.8.2 Mohammad 
Sahin Polan

東京農工大学大学院連
合農学研究科

昆微U カイコ地域型品種の Bt 菌毒素感
受性による分類

H25.7.1 H25.10.31 明石　　澪 首都大学東京大学院理
工学研究科

植物機能U フィールドオミクスによる野外
環境応答の解明

H25.7.1 H25.10.31 松本めぐみ 首都大学東京大学院理
工学研究科

植物機能U フィールドオミクスによる野外環境
応答の解明
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至
H25.7.8 H26.3.31 宮澤　真一 東京大学大学院理学系

研究科
植物機能U イネの高 CO2 応答の分子機構の

解明

H25.7.15 H25.10.31 中路　真嘉 首都大学東京大学院理
工学研究科

植物機能U フィールドオミクスによる野外
環境応答の解明

H25.8.1 H25.10.31 熊谷　祐宏 岩手県農業研究センタ
ー畜産研究所

家畜ゲノムU DNAマーカー育種の高度化のた
めの技術開発

H25.8.12 H25.8.16 郡司　紗織 東京農業大学国際食料
情報学部

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

H25.8.12 H25.8.16 市橋　瑛子 東京農業大学国際食料
情報学部

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

H25.8.19 H25.8.27 内海　美咲 東京農業大学国際食料
情報学部

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

H25.8.19 H25.8.27 池下　直輝 東京農業大学国際食料
情報学部

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

H25.8.19 H26.1.31 Li Xiaofei 信州大学農学部 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

H25.8.21 H26.3.31 中村　　翔 東京大学大学院農学生
命科学研究科

動物生産生理U シバヤギ脳内におけるキスペプ
チンmRNAの組織学的解析

H25.9.10 H26.3.31 吉田　茉純 東京大学大学院農学生
命科学研究科

動物生産生理U 自律神経緊張度のモニタリングに
よる家畜の状態評価手法の開発

H25.9.19 H26.3.31 泉水佳菜子 東京理科大学基礎工学部 作物ゲノムU ムギ類花成 ･生殖関連遺伝子の
同定と機能解析

H25.10.21 H25.11.29 新見　沙織 高知大学大学院総合人
間自然科学研究科

動物発生分化U ブタ卵における低温感受性に関す
る研究

H25.10.21 H25.11.29 北山みずほ 高知大学大学院総合人
間自然科学研究科

動物発生分化U ブタ卵における低温感受性に関す
る研究

【受入外来研究員】
H22.9.27 H26.3.31 高畠令王奈 （独）農研機構食総研 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 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 チャノキイロアザミウマ新系統
識別マーカーの開発

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

H23.9.1 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

H24.4.2 H25.5.24 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

H25.4.1 H25.8.31 刑部　敬史 埼玉大学大学院理工学
研究科

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
H25.4.1 H26.3.31 佐々木卓治 東京農業大学総合研究

所
ゲノムインフォU 穀類ゲノムアノテーション活動

とデータ公開

H25.4.1 H26.3.31 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

H25.4.1 H26.3.31 箱山　雅生 東京大学大学院農学生
命科学研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 矢野　幸司 東京大学大学院農学生
命科学研究科

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

H25.4.1 H26.3.31 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

H25.4.1 H26.3.31 山口　宏之 関東化学（株）技術 ･
開発本部伊勢原研究所
（プロジェクト研究）

動物生体防御U 動物眼刺激性試験代替モデルに
関する研究開発

H25.4.1 H26.3.31 菅原　康剛 埼玉大学大学院理工学
研究科

植物機能U 植物培養細胞の乾燥保存に関す
る研究

H25.4.1 H26.3.31 瀧口　裕子 （独）産総研生物プロセ
ス研究部門

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

H25.4.1 H26.3.31 石塚　　徹 （独）産総研生物プロセ
ス研究部門

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

H25.4.1 H26.3.31 天野　　晃 （独）理研バイオリソー
スセンター

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

H25.4.1 H26.3.31 池田　晴菜 小野薬品工業（株）水
無瀬研究所製剤研究部

動物生体防御U コラーゲンビトリゲル新素材に
関する研究開発

H25.4.1 H26.3.31 西脇　奈央 小野薬品工業（株）水
無瀬研究所製剤研究部

動物生体防御U コラーゲンビトリゲル新素材に
関する研究開発

H25.4.1 H28.3.31 持田　裕司 大日本蚕糸会蚕業技術
研究所

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

H25.4.1 H28.3.31 竹村　洋子 大日本蚕糸会蚕業技術
研究所

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

H25.4.1 H28.3.31 Oleg Gusev （独）JAXA 筑波宇宙セ
ンター

昆虫機能U ネムリユスリカの総合的オーミ
クス解析による極限環境耐性機
構の解明

H25.4.8 H26.3.30 新野　孝男 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

保存・情報U 植物超低温保存技術の開発及び
最適化条件の決定

H25.4.10 H26.3.31 白田　和人 筑波大学大学院生命環
境科学研究科

遺伝資源センター 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
（SATREPS）

H25.4.19 H28.3.31 中村　信吾 （独）農研機構
作物研

作物ゲノムU 麦類の種子休眠制御遺伝子の解析

H25.4.19 H28.3.31 Mohammad 
Pourkheiran-
dish

（独）農研機構
作物研

作物ゲノムU 麦類の種子休眠制御遺伝子の解析

H25.4.30 H27.3.31 日比　忠晴 （独）農研機構
中央農研

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

H25.5.22 H26.3.31 植田　浩一 （独）農環研 植微U 植物・微生物・害虫相互作用の
研究
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受入期間
氏  名 所  属 受入先 研究課題

自 至
H25.6.1 H26.3.31 田中　淳一 （独）農研機構

作物研
機能性作物U イネ等自殖性作物における高効

率循環選抜育種法の開発

H25.6.1 H26.3.31 谷口洋二郎 （独）農研機構
作物研

機能性作物U イネ等自殖性作物における高効
率循環選抜育種法の開発

H25.6.1 H26.3.31 塩田　順子 （独）農研機構
作物研

機能性作物U イネ等自殖性作物における高効
率循環選抜育種法の開発

H25.6.1 H26.3.31 山尾美代子 （独）農研機構
作物研

機能性作物U イネ等自殖性作物における高効
率循環選抜育種法の開発

H25.6.1 H28.3.31 佐久間　俊 横浜市立大学木原生物
学研究所

作物ゲノムU 麦類形態形成遺伝子の単離と形
質発現機構解明

H25.6.1 H28.3.31 Tariq 
Shehzad

筑波大学大学院生命環
境科学研究科

作物ゲノムU オオムギ形態形成遺伝子の発現
調節領域に関する研究

H25.7.1 H25.7.5 清沢　敦志 長野県畜産試験場飼料
環境部

イネゲノムU 稔性回復遺伝子のQTL マッピン
グとマーカー作成技術の習得

H25.7.1 H25.10.31 岩崎　貴也 東京大学大学院総合文
化研究科

植物機能U フィールドオミクスによる野外
環境応答の解明

H25.7.1 H25.10.31 永野　　惇 京都大学生態学研究セ
ンター

植物機能U フィールドオミクスによる野外
環境応答の解明

H25.8.1 H28.3.31 Wang Ning 筑波大学生命環境科学
研究科

作物ゲノムU オオムギ閉花性遺伝子の構造と
発現調節領域に関する研究

H25.10.1 H26.3.31 宮内　翔平 祐徳薬品工業（株）研
究開発本部製剤研究部
（プロジェクト研究）

動物生体防御U コラーゲンビトリゲル新素材に
関する研究開発

H25.10.1 H25.12.20 岩上　哲史 （独）農研機構
中央農研

ゲノム機能改変U イネ科植物における除草剤抵抗
性遺伝子の単離、解析およびそ
の活用に関する研究

H25.10.1 H25.10.30 岩元　睦夫 JATAFF 国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝資
源に関する国際条約（ITPGRFA）

H25.10.1 H25.10.30 諸岡　慶昇 JATAFF 国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝資
源に関する国際条約（ITPGRFA

H25.10.1 H25.10.30 桐生　勝之 JATAFF 国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝資
源に関する国際条約（ITPGRFA

H25.10.1 H25.10.30 永冨　成紀 JATAFF 国際連携室 食料及び農業のための植物遺伝資
源に関する国際条約（ITPGRFA

H25.10.21 H25.11.15 秋元　里美 東京税関業務部分析第
一部門

作物ゲノムU DNA分析による麦類の種判別

H25.11.1 H26.3.31 深井　英吾 国立遺伝学研究所実験
圃場

植物共生U ミヤコグサ内在レトロトランスポ
ゾン LORE1 の転移に関する解析

H25.11.8 H26.3.31 Ernest Borrayo 
Carbajal

筑波大学生命環境系 保存・情報U 遺伝資源の情報管理の高度化

H25.12.28 H27.3.31 朴　　永俊 （元　生物研） 多様性活用U 農業生物遺伝資源の充実と活用
の強化

H26.1.6 H26.3.31 内野　　正 国立医薬品食品衛生研
究所生活衛生化学部

動物生体防御U 平成 25 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

H26.1.20 H30.3.31 井口裕見子 （独）農研機構
作物研

機能性作物U イネ等自殖性作物における高効
率循環選抜育種法の開発
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受入期間
氏　名 所　属 受入先 研究課題

自 至
H26.1.20 H30.3.31 赤坂　舞子 （独）農研機構

作物研
機能性作物U イネ等自殖性作物にお

ける高効率循環選抜育種法の開発

H26.1.20 H30.3.31 新関ゆかり （独）農研機構
作物研

機能性作物U イネ等自殖性作物における高効率循環
選抜育種法の開発

H26.2.10 H28.3.31 渡邊　伸也 （独）農研機構
畜草研

動物発生分化U 野生動物個体数調節のための雄性避妊
手法の開発

H26.3.20 H28.3.31 野地　智法 東北大学大学院農
学研究科

モデルブタU 免疫不全ブタにおける消化管免疫系の
解析

H26.3.26 H28.3.31 松田　祐子 慶應義塾大学医学
部

モデルブタU 免疫不全ブタを用いた癌モデルの開発

受入期間
氏　名 受入先 研究課題

自 至

【特別研究員  JSPS】
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 H25.10.14 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 H25.5.31 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

H25.4.1 H28.3.31 高橋　　有 多様性活用U Vigna 属野生種の栽培化によるストレス耐性作物の開発お
よびその迅速化

H25.4.1 H26.3.31 神戸　裕介 新機能素材U 生体組織の三次元的な機能 ･構造再生に関する研究
H25.4.1 H28.3.31 宮下　脩平 植微U 実験と数理モデリングによる、植物 RNAウイルスの適応戦

略の全容解明

H25.4.1 H28.3.31 藤本　岳人 植微U 植物における線虫抵抗性メカニズムの解明

【（独）JST　さきがけ研究員】
H25.10.15 H26.3.31 安達　俊輔 イネゲノムU 葉内 CO2 拡散を促進する葉肉組織形態の改良を通じたイネ

光合成能力の飛躍的向上

 (3) その他の各種制度
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受入期間
氏　名 所　属 受入先

自 至

【連携大学院】
H21.4.1 H26.3.31 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
昆微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
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

生体分子U

H25.4.1 H27.3.31 水野　陽介 筑波大学大学院生命環境科学研究科 イネゲノムU

H25.10.1 H29.9.30 中村　嘉之 山口大学大学院連合獣医学研究科 動物発生分化U

【インターンシップ】
 

H25.7.8 H25.7.19 遠藤　　悠 東京農工大学大学院生物システム応用科学府 昆微U

H25.8.12 H25.9.6 荻野　拓海 日本大学生産工学部 昆虫相互U

H25.8.12 H25.8.23 岩名　杏子 日本大学生産工学部 昆虫相互U

H25.9.1 H25.9.14 濵島　典子 宇都宮大学農学部 植物共生U

H25.9.9 H25.9.30 中川　　翔 東京農工大学大学院農学府 組換えカイコU

H25.9.9 H25.9.30 泊　　妙子 東京農工大学大学院農学府 組換えカイコU

H25.9.17 H25.9.20 山下　芽衣 愛媛大学農学部 ゲノム機能改変U

H25.9.17 H25.9.20 田島　　薫 愛媛大学農学部 ゲノム機能改変U

H25.10.17 H25.12.31 宮﨑つぐみ 茗溪学園高等学校 2年生 昆虫相互U

H25.12.1 H27.3.31 加藤　朱莉 茗溪学園中学校 2年生 昆微U
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