
時系列生命現象研究領域 佐々木美智子 （技術支援員）

小林 悟 （教授） 小田 律子 （技術支援員）

向 正則 （助手） 高代加代子 （技術支援員）

重信 秀治 （助手） 柴田千登世 （技術支援員）

野田 千代 （技術職員） 織田 敬子 （秘書）

佐藤 仁泰 （クレスト博士研究員） 松田 実子 （秘書）

林 良樹 （クレスト博士研究員） 鵜飼 咲枝 （秘書）

北舘 祐 （総研大D3）

林 誠 （総研大D2） 神経分化研究部門

谷津 潤 （総研大D2） 岡村 康司 （教授）

前澤 孝信 （総研大D1） 東島 眞一 （助教授）

橋山 一哉 （総研大D1） 久木田文夫 （助手）

有田 佳代 （非常勤研究員） 岩崎 広英 （助手）

植田 佳子 （クレスト技術員） 西野 敦雄 （学振）

土谷 直美 （クレスト研究補助員） 村田 喜理 （学振）

佐藤 香織 （クレスト研究補助員） 黒川 竜紀 （非常勤研究員）

本多 聡子 （クレスト事務員） 大河内善史 （非常勤研究員）

木村有希子 （非常勤研究員）

分子発生研究部門 佐々木真理 （総研大生）

高田 慎治 （教授） Israil Hossain （総研大生）

越田 澄人 （助手） 佐藤 千恵 （総研大生）

内海 秀子 （技術職員） 鈴木 幸子 （研究支援員）

大林 典彦 （日本学術振興会特別研究員） 高木 正浩 （生理研、技術員）

川村 哲規 （日本学術振興会特別研究員） 坂野 直美 （技術補佐員）

倉田 智子 （非常勤研究員）

赤沼 啓志 （非常勤研究員） 戦略的方法論研究領域

高田 律子 （非常勤研究員） ナノ形態生理研究部門

山口 良文 （非常勤研究員） 永山 國昭 （教授）

石谷 閑 （総研大D1） 村上 政隆 （助教授）

高橋 潤 （総研大D1） 瀬藤 光利 （助教授）

大林 享子 （技術支援員） 大橋 正人 （助手）
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高 田 慎 治（岡崎統合バイオサイエンスセンター長 ）



片岡 正典 （計算科学研究センター、助手） 生体物理研究部門

大河原 浩 （技術職員） 藤井 浩 （助教授）

新田 浩二 （非常勤研究員） 倉橋 拓也 （助手）

杉谷 正三 （専門研究員） 鬮目 理人 （非常勤研究員）

Radostin Danev （専門研究員） 望月 俊介 （非常勤研究員）

内田 仁 （専門研究員）

早坂 孝宏 （専門研究員） 生命環境研究領域

安田 浩史 （専門研究員） 生体分子研究部門

重松 秀樹 （専門研究員） 北川 禎三 （教授）

喜多山 篤 （専門研究員） 内田 毅 （助手）

Israil Hossain （総研大D3） 久保 稔 （非常勤研究員）

福田 善之 （総研大M2） 長野 恭朋 （非常勤研究員）

新間 秀一 （総研大Ｄ1） 平松 弘嗣 （学振特別研究員）

Alexandre Loukanov （総研大Ｄ1） Mahinay, Myrna （学振外国人特別研究員）

伊藤 俊幸 （技術支援員） 當舎 武彦 （学振特別研究員）

鈴木 正崇 （技術支援員） Gu, Yuzong （学振外国人特別研究員）

高橋 佳子 （技術支援員） El-Mashtoly, Samir （学振外国人特別研究員）

竹尾由貴子 （秘書） Koutsoupakis, Constantinos

小鹿 郁子 （秘書） （学振外国人特別研究員）

澤田 朋依 （技術支援員、派遣） 李 江（Li, Jiang） 総研大D3）

高橋 京子 （技術支援員、派遣） 高 影（Gao, Ying） 総研大D3）

鈴木 景子 （秘書、派遣） 呂 明（Lv, Ming） 総研大D3）

白井 尋子 （秘書、派遣） Varotsis, Constantinos （科研費招へい研究者

Daskalakis, Evangelos （科研費招へい研究者）

分子生理研究部門 李 正強（Li, Zhengqiang）

（教授 選考中） （科研費招へい研究者）

Biswajit, Pal （科研費招へい研究者）

生物無機研究部門 水木 寛子 （技術支援員）

青野 重利 （教授） 磯貝 美穂 （事務支援員）

吉岡 資郎 （助手）

小林 克彰 （非常勤研究員） 細胞生理研究部門

小澤 一道 （非常勤研究員）

稲垣さや香 （総研大D3）

吉村 英哲 （総研大D3）

西村 宗十 （総研大D1）

谷澤三佐子 （事務支援員）



富永 真琴 （教授） 矢野 覚士 （学振研究員）

富永 知子 （助教授） 山口 貴大 （学振研究員）

柴崎 貢志 （助手） 間野絵梨子 （総研大D3）

福田 直美 （技術職員） 藤倉 潮 （総研大D2）

マンダディ・スラバン （博士研究員） 高部恵理子 （技術支援員）

冨樫 和也 （総研大D3） 山口 千波 （技術支援員）

東 智広 （総研大D2） 名倉 真子 （技術支援員）

村山奈美枝 （総研大D2） 小島 洋子 （事務支援員）

島 麻子 （特別共同利用研究員）

島貫 恵実 （研究員） 客員研究部門

伊藤 嘉美 （事務補佐員） 高木 淳一 （教授）大阪大学蛋白質研究所

吉村健二郎 （助教授）

生命環境研究部門 筑波大学生命環境科学研究科

井口 泰泉 （教授）

渡邉 肇 （助教授）

勝 義直 （助手）

水谷 健 （技術職員）

加藤 泰彦 （非常勤研究員）

漆谷 博志 （共同研究員）

永田恵美子 （総研大）

小林 未佳 （総研大D3）

中村 武志 （総研大D1）

加藤 英男 （特別共同利用研究員）

高橋 絵里 （技術補佐員）

日名子 恵 （技術補佐員）

小林かおる （技術補佐員）

谷口 絵菜 （技術支援員）

今泉妙依子 （秘書）

植物発生遺伝研究部門

塚谷 裕一 （助教授）

堀口 吾朗 （助手）

石川 直子 （研究員）

Ferjani Ali （学振研究員）


