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助成回 氏名 所属 職名 学会名 国

29 市村 典久
名古屋大学大学院
医学系研究科

医員
BIT’s 4th Annual World
Congress of Oral & Dental
Medicine

シンガポール

29 岩嵜 諭嗣 東京大学大学院薬学系研究科 大学院生 Neuroscience 2017 アメリカ

29 岩渕 英里奈 東北大学大学院医学系研究科 大学院生
The Endocrine Society's 100
th Annual Meeting

アメリカ

29 馬谷 千恵 東京大学大学院理学系研究科 助教 Neuroscience 2017 アメリカ

29 北西 健一 茨城大学大学院理工学研究科
日本学術振興会
特別研究員(PD)

Gordon Research Conference
Sensory Transduction in
Microorganisms

アメリカ

29 兒島 憲二 京都大学大学院農学研究科 助教
The 37th Midwest Enzyme
Chemistry Conference

アメリカ

29 張 珍
山梨大学大学院総合研究部
医学域

大学院生
24th Annual Meeting of the
American Society for Redox
Biology and Medicine

アメリカ

29 勢力 薫 大阪大学大学院薬学研究科 特任助教 Neuroscience 2017 アメリカ

29 関 布美子
慶應義塾大学大学院
医学研究科

大学院生
The European Society for
Magnetic Resonance in
Medicine and Biology

スペイン

29 恒川 卓
名古屋大学大学院
医学系研究科

病院助教 ObesityWeek 2017 アメリカ

29 中尾 達郎 東京大学大学院工学系研究科 大学院生

The 21st International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences (MicroTAS
2017)

アメリカ

29 福永 久典 東北大学加齢医学研究所 医員
The 63rd Annual Meeting of
the Radiation Research
Society

メキシコ

　第1回は平成元年度助成。以降毎年、年２回に分けて助成を行なっている。助成金額は渡航地域により10万円から30万円。第29回(下期)ま
で、のべ834名、総額2億88万円の助成を行なった。第26回から第30回まで財団設立25年記念として助成数を数件増やす事を可能とした。
　下記所属機関・職名は助成当時のもの。
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29 藤井 亮輔
名古屋大学大学院
医学系研究科

大学院生
The 67th Annual Meeting of
the American Society of
Human Genetics

アメリカ

29 堀田 祐志
名古屋市立大学大学院
薬学研究科

講師
World Meeting on Sexual
Medicine 2018

ポルトガル

29 増渕 菜弥 順天堂大学大学院医学研究科
博士
研究員

59th ASH Annual Meeting and
Exposition

アメリカ

29 松田 潤 大阪大学大学院医学系研究科 医員
Kidney Week 2017 American
Society of Nephrology

アメリカ

29 横山 奨
東海大学マイクロ・ナノ
研究開発センター

特定
研究員

The 21st International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences (MicroTAS
2017)

アメリカ

29 吉野 祐太 愛媛大学大学院医学系研究科 助教
Neuroscience 2017 - Society
for Neuroscience

アメリカ

29 相川 忠夫
北海道大学大学院
医学研究科

大学院生 2017 SNMMI Annual Meeting アメリカ

29 安藤 俊哉
自然科学研究機構
基礎生物学研究所

助教
18th International Congress
of Developmental Biology

シンガポール

29 伊藤 幸裕
京都府立医科大学大学院
医学研究科

講師
11th AFMC International
Medicinal Chemistry
Symposium (AIMECS 2017)

オーストラリア



加藤記念国際交流助成実績 第1回(平成元年度)から
第29回(平成29年度)下期まで

- 3 -

助成回 氏名 所属 職名 学会名 国

29 井上 大輔 就実大学薬学部 助教
6th FIP Pharmaceutical
Sciences World Congress
2017

スウェーデン

29 小田 康祐
広島大学大学院
医歯薬保健学研究院

助教
International Union Of
Microbiological Societies
2017

シンガポール

29 亀島 聡
北里大学大学院
獣医学系研究科

大学院生
Basic Cardiovascular
Sciences 2017 Scientific
Sessions

アメリカ

29 熊谷 祐也 北海道大学大学院農学研究院 特別研究員PD
12th Carbohydrate
Bioengineering Meeting

オーストリア

29 重田 安里寿 横浜国立大学大学院工学府 大学院生
The 20th International
Society of MAgnetic
Resonance

カナダ

29 築地 長治 山梨大学大学院総合研究部 助教
XXVI International Society
on Thrombosis and
Haemostasis Congress

ドイツ

29 野々村 優美 京都大学大学院医学研究科 大学院生
The 76th Annual Meeting of
the Society for
Investigative Dermatology

アメリカ

29 福崎 由美
創価大学工学部
生命情報工学科

助手 European Stroke Conference ドイツ

29 藤谷 拓嗣
早稲田大学ナノ・ライフ
創新研究機構

次席研究員
5th International
Conference on Nitrification

オーストリア

29 星野 太佑 東京大学大学院理学系研究科
日本学術振興会
特別研究員PD

Cell Symposia Exercise
Metabolism

スウェーデン

29 松波 雅俊
琉球大学医学部
先端医学研究センター

特命助教
The 16th Congress of the
European Society for
Evolutionary Biology (ESEB)

オランダ
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29 森田 唯加
慶応義塾大学医学部
循環器内科

博士研究員

THE Weinstein
Cardiovascular Development
and Regeneration Conference
2017

アメリカ

29 山田 大智
お茶の水女子大学生命情報学
教育研究センター

特任リサーチ
フェロー

19th International Union of
Pure and Applied Biophysics
and 11th European
Biophysical Societies'

イギリス

29 山水 康平 京都大学iPS細胞研究所
特定拠点
助教

ISSCR2017 アメリカ

28 青木 智広
名古屋大学大学院
医学系研究科

大学院生
58th Annual Meeting of the
American Society of

アメリカ

28 池田 義人
滋賀医科大学医学部附属病院
薬剤部

特任助教 The Liver Meeting 2016 アメリカ

28 石井 正将
熊本大学大学院
生命科学研究部
循環器内科

大学院生
AHA Scientific Sessions
2016

アメリカ

28 石本 遊
東京大学大学院
医学系研究科

病院診療医
American Society of
Nephrology Annual Meeting

アメリカ

28 磯江 泰子 岡山大学自然科学研究科
特別契約職員
助教

Neuroscience 2016 アメリカ

28 長内 尚之
北海道大学大学院
情報科学研究科

大学院生 Neuroscience 2016 アメリカ

28 北岡 祐 東京大学総合文化研究科 助教
The Integrative Biology of
Exercise VII

アメリカ

28 小島 慧一 京都大学理学研究科
日本学術振興会
特別研究員(PD)

17th International
Conference on Retinal

ドイツ

28 佐々木 東
北海道大学大学院
獣医学研究科

助教
22nd European Symposium on
Ultrasound Contrast Imaging

オランダ

28 中村 隼明
基礎生物学研究所
発生生物学領域

日本学術振興会
特別研究員(PD)

Cold Spring Harbor
Laboratory Meeting on Germ

アメリカ
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28 中山 寛尚
愛媛大学プロテオサイエンス
センター
細胞増殖・腫瘍制御部門

助教
19th International Vascular
Biology Meeting

アメリカ　

28 夏目 やよい
医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクス
プロジェクト

研究員
2nd Challenges in
Computational Biology:
Gene Expression Data

ドイツ

28 濱中 耕平
国立精神・神経医療研究セン
ター神経研究所

科研費研究員
2016 FSH Society
International Research

アメリカ

28 藤井 聡志
神奈川科学技術アカデミー
人工細胞膜システムグループ

研究員

The 20th International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences

アイルランド

28 矢菅 浩規
慶應義塾大学大学院
理工学研究科

大学院生

The 20th International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences

アイルランド

28 山崎 翔
東京大学医学部附属病院
血液・腫瘍内科

特任臨床医
58th Annual Meeting of the
American Society of

アメリカ

28 横田 明日美
京都大学医学部附属病院
輸血細胞治療部

研究員
58th Annual Meeting of the
American Society of

アメリカ

28 有馬 康伸
北海道大学
遺伝子病制御研究所

助教
International Congress of
Immunology

オーストラリア

28 石川 智愛
東京大学
薬学部

大学院生
10th FENS Forum of
Neuroscience

デンマーク

28 稲葉 理美
京都府立大学
生命環境科学研究科

大学院生

16th International
Confederation for Thermal
Analysis and Calorimetry
(ICTAC 2016)

アメリカ

28 金沢 貴憲
東京薬科大学
薬学部

助教
Drug Discovery & Therapy
World Congress 2016

アメリカ

28 金 ナレ
京都大学大学院
農学研究科

大学院生
18th International Congress
on Animal Reproduction

フランス

28 齋藤 雅子
徳島大学大学院
医歯薬学研究部

助教
International Congress of
Immunology (ICI)

オーストラリア

28 竹内 絵理
東海大学
創造科学技術研究機構

特定研究員
10th FENS Forum of
Neuroscience

デンマーク
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28 田中 健一郎
武蔵野大学
薬学部薬学科

専任講師
ATS 2016 International
Conference

アメリカ

28 陳 碩
理化学研究所
脳科学総合研究センター

研究員

Gordon Research Conference:
Optogenetic Approaches to
Understanding Neural
Circuits & Behavior

アメリカ

28 中司 寛子
慶応義塾大学
医学部

日本学術振興会
特別研究員(PD)

International Congress of
Immunology 2016

オーストラリア

28 原 裕貴
山口大学大学院
医学系研究科

助教
12th International Congress
of Cell Biology

チェコ

28 久永 哲也
奈良先端科学技術大学院大学
バイオサイエンス研究科

博士研究員
EMBO Workshop New model
systems for early land
plant evolution

オーストリア

28 平島 剛志
京都大学
再生医科学研究所

特定助教
Mechanobiology from
molecules to tissue

ベトナム

28 藤原 亮一
北里大学
薬学部

講師
76th FIP World Congress of
Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences 2016

アルゼンチン

28 本郷 峻
京都大学
大学院理学研究科

大学院生

Joint meeting of the
International
Primatological Society and
the American Society of

アメリカ

28 三浦 千裕
鳥取大学
農学部

プロジェクト研
究員

2016 International Society
for Molecular Plant-Microbe
Interactions XVII Congress

アメリカ

28 山元 孝佳
東京大学
大学院理学系研究科

特任研究員
16th International Xenopus
Conference

ギリシャ

28 山本 英明
東北大学
学際科学フロンティア研究所

助教
10th FENS Forum of
Neurosciece

デンマーク

27 青木 恒介
名古屋大学大学院医学系研究
科
脳神経外科

客員研究員
20TH ANNUAL SOCIETY FOR
NEURO-ONCOLOGY ANNUAL
SCIENTIFIC MEETING

アメリカ

27 岩崎 有紘
慶應義塾大学理工学部
天然物化学研究室

助教
The international chemical
congress of pacific basin
societies 2015

アメリカ
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27 宇都 卓也
宮崎大学工学部環境応用化学
科
生物物質化学講座

日本学術振興会
特別研究員(PD)

251th American Chemical
Society (ACS) National
Meeting & Exposition

アメリカ

27 岡本 隆司
香川大学医学部
自律機能生理

学部学生
American Heart Association
Scientific Sessions 2015

アメリカ

27 喜多 俊介
北海道大学大学院薬学研究院
創薬科学研究教育センター

特任助教 CD1-MR1 2015 オーストラリア

27 倉林 伸博
東京大学大学院理学系研究科
遺伝子実験施設

助教 Neuroscience 2015 アメリカ

27 佐藤 淳至
京都大学大学院医学研究科
輸血細胞治療部

大学院生
57th annual meeting of
American Society of

アメリカ

27 鍾 蝉伊
東京工業大学資源化学研究所
プロセスシステム工学部門

科学研究費
研究員

THE INTERNATIONAL CHEMICAL
CONGRESS OF PACIFIC BASIN
SOCIETIES 2015

アメリカ

27 白木 知也
東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻　深田研究室

特任助教
7th Asia & Oceania
Conference on Photobiology

台湾

27 谷口 智彦
京都大学大学院医学研究科
循環器内科

大学院生
Transcatheter
Cardiovascular Therapeutics

アメリカ

27 茶谷 昌宏
東京工業大学大学院生命理工
学研究科
生命情報専攻

助教
American Society for Bone
Mineral Reserch (ASBMR)
2015 Annual Meeting

アメリカ

27 趙 娟娟
金沢大学大学院医学系研究科
血管分子生理学

大学院生
Gordon Research Conference
(Glycolipid and
Sphingolipid Biology)

イタリア

27 仲野 千秋
新潟大学大学院自然科学研究
科
生命・食料科学専攻

助教
The International Chemical
Congress of Pacific Basin
Societies 2015

アメリカ

27 平川 陽亮
東京大学大学院医学系研究科
腎臓内科学

大学院生 Kidney Week 2015 アメリカ

27 本間 拓二郎
山形大学大学院医学系研究科
生化学・分子生物学講座

助教
23rd Annual Scientific
Meeting of the SFRRA

ニュージーランド

27 正木 慶昭
東京工業大学大学院生命理工
学研究科
分子生命科学専攻

助教
11th Annual Meeting of the
Oligonucleotide
Therapeutics Society

オランダ

27 松本 信圭
東京大学大学院薬学系研究科
薬品作用学教室

大学院生 Neuroscience 2015 アメリカ
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27 三浦 浩美
東海大学医学部
基礎医学系　分子生命科学

特定研究員
13th Transgenic Technology
Meeting

チェコ

27 亜力坤 亜夏爾

理化学研究所生命システム研
究センター
集積バイオデバイス研究ユ
ニット

特別研究員

The 19th International
Conference on Miniaturized
Systems for  Chemistry and
Life Sciences

韓国

27 朝倉 こう子
国立循環器病研究センター
先進医療・治験推進部

流動研究員
36th Annual Meeting of the
Society for Clinical Trials

アメリカ

27 浅野 豪文
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科

助教

Transducers 2015 (The 18th
International Conference on
Solid-State Sensors
Actuators and Microsystems)

アメリカ

27 生島 弘彬 東京大学生産技術研究所 特任助教
American Association for
Cancer Research Annual
Meeting 2015

アメリカ

27 一戸 猛志
東京大学医科学研究所
感染症国際研究センター

准教授
16th Negative Strand Virus
meeting

イタリア

27 今井 良紀
公益財団法人がん研究会
がん研究所

ポスドク
ICSA 2015: Cell Senescence:
From Physiology to

スペイン

27 亀井 敬泰 神戸学院大学薬学部 講師
International Symposium CPP
Paris 2015

フランス

27 河原 崇司
横浜市立大学附属病院
医学部

指導診療医
2015 Annual Meeting of the
American Urological
Association

アメリカ

27 河邉 佳典 九州大学大学院工学研究院 助教
24th ESACT MEETING
BARCELONA 2015

スペイン

27 佐藤 恵太 京都大学大学院理学研究科 特定研究員
FASEB Biology&Chemistry of
Vision

アメリカ

27 新熊 悟
北海道大学大学院
医学研究科

特任助教
Society of Investigative
Dermatology

アメリカ

27 鈴木 啓道 京都大学医学部 研究員 AACR Annual Meeting 2015 アメリカ

27 豊田 優 東京大学医学部附属病院
日本学術振興会
特別研究員SPD

Gordon Research Conference;
Multi-Drug Efflux Systems

イタリア
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27 長坂 浩太
公益財団法人がん研究会
がん研究所

特任研究助手
SMC proteins Chromosomal
organizers from bacteria to
human

オーストリア

27 林 周作
富山大学
和漢医薬学総合研究所

助教
17th International Congress
of Mucosal Immunology

ドイツ

27 深澤 遊 東北大学大学院農学研究科 助教
17th Congress of European
Mycologists

ポルトガル

27 山田 千早
東京大学大学院
農学生命科学研究科

特任研究員
The 6th Congress of
European Microbiologists

オランダ

26 石橋 直樹 九州大学
学術
研究員

4th International Symposium
on Antimicrobial Peptides

フランス

26 伊藤 智子
結核予防会
新山手病院

研究員
Society For Biomaterials
2014 Annual Meeting &

アメリカ

26 内山 伊代 高知大学 大学院生
International Union of
Microbiological Societies

カナダ

26 江島 啓介 東京大学 大学院生
the 9th European Conference
on Mathematical and
Theoretical Biology

スウェーデン

26 大西 なおみ 北海道大学 助教
114th General Meeting of
the American Society for
Microbiology

アメリカ

26 岸川 孝弘 東京大学医学部附属病院
特任
臨床医

AACR annual meeting 2014 アメリカ

26 倉岡 康治 近畿大学 助教 9th FENS Forum of イタリア

26 崎谷 康佑
朝日生命
成人病研究所

部長 Digestive Disease Week 2014 アメリカ

26 新谷 政己 静岡大学 准教授
114th General Meeting
American Society for

アメリカ

26 鈴木 千穂 東京大学 大学院生
American Society for
Microbiology 114th General
Meeting

アメリカ

26 出水 庸介
国立医薬品
食品衛生研究所

室長
33rd European Peptide
Symposium

ブルガリア
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26 西野 仁
大阪府立母子
保健総合医療
センター研究所

大学院生
The American Society for
Bone and Mineral Research
2014 Annual Meeting

アメリカ

26 丹羽 史尋 理化学研究所
特別
研究員

The Jacques Monod
Conference - Optical
imaging of brain structure
and function on multiple

フランス

26 福島 和樹 山形大学 助教
26th European Conference on
Biomaterials

イギリス

26 吉種 光 東京大学 助教
Society for Research on
Biological Rhythms 2014
Meeting

アメリカ

26 相澤 直樹 東京大学 特任助教
44th International
Continence Society annual
meeting

ブラジル

26 有馬 勇一郎 熊本大学 特任助教
American Heart Association
Scientific Sessions 2014

アメリカ

26 稲橋 佑起 北里生命科学研究所 特任助教
17th International
Symposium on the Biology of
Actinomycetes

トルコ

26 井上 大地 東京大学医科学研究所 特任助教
56th ASH(American Society
of Hematology) Annual

アメリカ

26 太田 悦朗 北里大学 講師
12th International
Conference on Alzheimer's &
Parkinson's Diseases  (AD-

フランス

26 近藤 泰介 慶應義塾大学 大学院生

KEYSTONE SYMPOSIA on
Molecular and Cellular
Biology T Cells: Regulation
and Effector Function (D3)

アメリカ

26 櫻井 美奈子 東北大学 大学院生
 ENDO 2015 The Endocrine
Society's & 97th Annual
Meeting & Expo

アメリカ　

26 高井 啓 理化学研究所 特別研究員 2014 ASCB-IFCB Meeting アメリカ

26 田村 彰広 京都大学 大学院生
56th ASH Annual Meeting and
Exposition

アメリカ

26 西中 瑶子 京都大学iPS細胞研究所 特定研究員 American society of アメリカ
26 東島 佳毅 東京大学 大学院生 American Society of アメリカ
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26 深見 達基 金沢大学 助教
19th North American ISSX
Meeting/29th JSSX Meeting

アメリカ

26 藤川 理沙子 京都大学
学術振興会特別
研究員DC1

Society For Neuroscience アメリカ

26 真栄城 正寿 北海道大学
学術振興会特別
研究員（PD）

The 18th International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences

アメリカ

26 モイ メンリン 国立感染症研究所 研究員
American Society of
Tropical Medicine and
Hygiene Annual Meeting

アメリカ

26 山口 雅也 大阪大学 助教

Joint meeting of the
Society for Glycobiology
and the Japanese Society of
Carbohydrate Research

アメリカ

25 水野谷 航 九州大学 助教

Keystone Symposia, Nuclear
Receptors and Friends:
Roles in Energy Homeostasis
and Metabolic Dysfunction

オーストリア

25 吉川 剛史 東京大学
特任臨床医（医
員）

AACR (American Association
for Cancer Research) Annual
Meeting 2013

アメリカ

25 西本 哲也
慶應義塾
大学

研究員
The 10th International
Congress on SLE – Lupus

アルゼンチン

25
谷村(小林)奈
津子

東京大学
日本学術振興会
特別研究員

IMMUNOLOGY 2013, AAI annual
meeting

アメリカ

25 西本 周平
慶應義塾
大学

大学院生
International Investigative
Dermatology

イギリス

25 堀 美香 国立循環器病研究センター 室員
81st Congress of the
European Atherosclerosis

フランス

25 後藤 佑樹 東京大学 助教
23rd American Peptide
Symposium

アメリカ

25 佐藤 夕紀 北海道大学 助教
5th World Conference on
Drug Absorption, Transport
and Delivery (WCDATD)

スウェーデン
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25 篠崎 陽一 山梨大学 講師
XI European Meeting on
Glial Cells in Health and
Disease

ドイツ

25 島田 斉 放射線医学総合研究所 研究員
Alzheimer's Association
International Conference
2013 (AAIC)

アメリカ

25 野副 朋子 東京大学 特任研究員

XVII International Plant
Nutrition Colloquium
(IPNC13’)
Plant nutrition for
nutrient and food security

トルコ

25 山口 朋子
医薬基盤
研究所

プロジェクト研究
員

15th International Congress
of Immunology

イタリア

25 吉川 宗一郎 東京医科歯科大学 助教
15th International Congress
of Immunology

イタリア

25 吉江 幹浩
東京薬科
大学

助教
International Federation of
Placenta Associations
（IFPA）Meeting　2013

カナダ

25 Karim Rezaul
同志社大学　生命医科学部遺
伝情報研究室

研究員
the 23rd European
Drosophila Research
Conference (EDRC 2013)

スペイン

25 星野 隆行
東京大学大学院情報理工学系
研究科システム情報学専攻 第
7研究室

講師

The 17th International
Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and
Life Sciences （Micro TAS

ドイツ

25 川上 祐生
岡山県立大学保健福祉学部栄
養学科

助教
International Society for
Nutraceuticals and
Functional Foods 2013

台湾

25 城 愛理
東京大学医学部腎臓・内分泌
内科

病院診療医 Kidney Week 2013 アメリカ

25 高野 梢
福島県立医科大学医学部薬理
学講座

助手 Kidney Week 2013 アメリカ

25 石川 大介
東京大学大学院薬学系研究科
薬品作用学教室

博士後期学生 Neuroscience 2013 アメリカ

25 伊藤 真理子
兵庫県立大学生命理学研究科
生体情報学Ⅰ分野

客員研究員 Neuroscience 2013 アメリカ
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25 佐村 俊和
玉川大学脳科学研究所基礎脳
科学研究センター

嘱託研究員 Neuroscience 2013 アメリカ

25 田尾 賢太郎
理化学研究所脳科学総合研究
センターシステム神経生理学研
究チーム

研究員 Neuroscience 2013 アメリカ

25 小島 慧一
京都大学理学研究科生物科学
専攻生物物理学教室

学生
The 6th Asia & Oceania
Conference on Photobiology

オーストラリア

25 前田 亮
京都大学大学院理学研究科生
物科学専攻生物物理学教室分
子生体情報学分野

学生
The 6th Asia & Oceania
Conference on Photobiology

オーストラリア

25 山田 大智
名古屋工業大学大学院工学研
究科神取研究室

大学院生
The 6th Asia & Oceania
Conference on Photobiology

オーストラリア

25 伊藤 校輝
東北大学大学院医学系研究科
外科病態学講座心臓血管外科
学分野

大学院生
American Heart Association
Scientific Sessions 2013

アメリカ

25 六反田 拓
熊本大学大学院医学教育部
循環器内科学

大学院生
American Heart Association
Scientific Sessions 2013

アメリカ

25 片山 耕大
名古屋工業大学大学院工学研
究科未来材料創成工学専攻

学生 GPCR Workshop 2013 アメリカ

25 新井 康之
京都大学大学院医学研究科内
科学講座　血液・腫瘍内科学

大学院生
The American Society of
Hematology 55th Annual
Meeting.

アメリカ

25 古屋 淳史
東京大学大学院医学系研究科
血液腫瘍病態学

大学院生
The American Society of
Hematology 55th Annual
Meeting.

アメリカ

24 加藤 太一郎
兵庫県立大学 大学院工学研
究科

助教
ISBC2012 - 17th
International Symposium on
Bioluminescence and

カナダ

24 及川 大輔 国立大学法人　群馬大学 博士研究員
Cold Spring Harbor
Laboratory Meeting on
Molecular Chaperons and

アメリカ

24 臼杵 豊展
上智大学理工学部物質生命理
工学科

助教
2012 International Congress
on Natural Products

アメリカ

24 広瀬 侑 豊橋技術科学大学 特任助教
14th International
Symposium on Phototrophic

ポルトガル

24 井上 大輔 京都大学大学院　薬学研究科 博士課程学生 Experimental Biology 2012 アメリカ
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24 永井 千晶
東京大学大学院 農学生命科
学研究科

大学院生
26th Conference of European
Comparative
Endocrinologists (CECE2012)

スイス

24 佐野 ひとみ 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 Computing in Cardiology ポーランド
24 門出 和精 熊本大学大学院生命科学研究 助教 Cold Spring Harbor アメリカ

24 藤田 敏次
大阪大学微生物病研究所感染
症学

助教
10th EMBL Conference,
Transcription and Chromatin

ドイツ

24 安部 真人
京都大学農学研究科応用生命
科学

助教
17th European Bioenergetics
Conference

ドイツ

24 坂本 卓也
東京理科大学理工学部応用生
物科学科

ポスドク研究員
The 23rd International
Conferene on Arabidopsis
Research

オーストリア

24 新熊 悟
北海道大学大学院医学研究科
皮膚科学分野

助教
2012 Society for
Investigative Dermatology

アメリカ

24 高橋 裕里香
東京大学生物生産工学研究セ
ンター

大学院生
International Plasmid
Biology Conference 2012

スペイン

24 加藤 壯
東京都立駒込病院整形外科・
骨軟部腫瘍科

医員
EuroSpine 2012 during
SpineWeek

オランダ

24 三村　維真理
東京大学
先端科学技術研究センター
システム生物医学ラボラトリー

研究員 Kidney Week 2012 アメリカ

24 荒岡　利和
京都大学
iPS細胞研究所
増殖分化機構研究部門

研究員
45th American Society of
Nephrology (Kidney Week)

アメリカ

24 籠谷　勇紀
東京大学大学院
医学系研究科
血液・腫瘍内科学

大学院生
2012 ASH Annual Meeting and
Exposition

アメリカ

24 井上 剛
東京大学
医学部 腎臓・内分泌内科

大学院生 Kidney Week 2012 アメリカ

24 伊野　浩介
東北大学大学院
環境科学研究科

助教
PACific Rim Meeting on
Electrochemical and Solid-
State Science (PRiME 2012)

アメリカ

24 那須　雄介
東京大学大学院
理学系研究科 化学専攻

大学院生 Focus on Microscopy オランダ
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24 安東　友美
国立感染症研究所
ウイルス第二部

研究員
19th International
Symposium on Hepatitis C
Virus and Related Viruses

イタリア

24 村岡　直人
慶應義塾大学
医学部 循環器内科

大学院生
American Heart Association
Scientific Sessions 2012

アメリカ

24 須田　健一
九州大学病院
呼吸器外科

臨床助教
ACADemic Surgical Congress
2013

アメリカ

24 瀬戸山大樹
九州大学
先端融合医療レドックスナビ研
究拠点

特任助教 SFRBM's 19th Annual Meeting アメリカ

24 磯江　泰子
東京大学
理学系研究科 生物科学専攻

大学院生 Neuroscience 2012 アメリカ

24 四方　明格
九州大学大学院
生物資源環境科学府
植物資源科学専攻

大学院生
10th International Congress
on Plant Molecular Biology

韓国

24 加藤　　学

三重大学大学院
医学系研究科 生命医科学専
攻
病態修復医学講座　腎泌尿器

大学院生
The Society for Basic
Urologic Research (SBUR)

アメリカ

24 原田　慎一
神戸学院大学
薬学部 臨床薬学研究室

講師 Neuroscience 2012 アメリカ

24 八木原 伸江
新潟大学大学院
医歯学総合研究科
器官制御医学講座 循環器学

大学院生
American Heart Association
Scientific Sessions 2012

アメリカ

24 中村　隼明
自然科学研究機構
基礎生物学研究所
生殖細胞研究部門

リサーチフェロー
Cold Spring Harbor
LABoratory Meeting on Germ
Cells

アメリカ

24 久保田 渉誠
東北大学大学院
生命科学研究科
植物生殖遺伝分野

研究員
10th International Congress
on Plant Molecular Biology

韓国

23 木下　学
大阪大学大学院医学系研究科
脳神経外科学

助教

International Society for
Magnetic Resonance in
Medicine (ISMRM) 19th
Annual meeting and

カナダ

23 堀　弘明
国立精神・神経医療研究セン
ター　神経研究所　疾病研究
第三部

流動研究員
13th International Congress
on Schizophrenia Research

アメリカ
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23 大浜　剛
山口大学農学部獣医学科獣医
薬理学研究室

准教授 Europhosphatases 2011 オーストリア

23 高田　朱弥
東京大学大学院医学系研究科
消化器内科

学生 AACR 102nd Annual meeting アメリカ

23 山田勇磨
北海道大学 大学院薬学研究
院 薬剤分子設計学研究室

助教
38th Annual Meeting &
Exposition of the
Controlled Release Society

アメリカ

23 永井　展裕
東北大学大学院医学系研究科
附属創生応用医学研究セン
ター細胞治療分野

助教
the 2011 ARVO Annual
Meeting

アメリカ

23 伊藤　秀臣 北海道大学大学院理学研究院 助教
22nd International
Conference on Arabidopsis

アメリカ

23 當舎武彦
独立行政法人理化学研究所播
磨研究所　城生体金属科学研

研究員
Mini Symposium on Energy
Conversion in Bacteria

スウェーデン

23 佐々木淳
富山大学大学院医学薬学研究
部（薬学）応用薬理学

助教
8th IBRO World Congress of
Neuroscience

イタリア

23 柿嶋聡
東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻

大学院生
the XVIII International
Botanical Congress

オーストラリア

23 臼井　健二
甲南大学フロンティアサイエ
ンス学部生命化学科臼井研究

講師
22nd American Peptide
Symposium

アメリカ

23
グロイス・小
路　純　シュ
テファン

福島県立医科大学医学部神経
内科学講座

研究員

14th European Congress on
Clinical Neurophysiology &
4th International
Conference on Transcranial
Magnetic and Direct Current

イタリア

23 荒井隆秀
慶應義塾大学医学部循環器内
科

助教 Euro PCR フランス

23 辻野　和之
大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科

大学院生
FASEB summer research
conferences (SRC)

アメリカ

23 Mustafa Sami

独立行政法人理化学研究所
分子イメージング科学研究セ
ンター細胞機能イメージング
研究チーム

客員研究員

33rd Annual International
Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and
Biology Society

アメリカ
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23 有馬 勇一郎
東京大学大学院医学系研究科
分子細胞生物学専攻 代謝生
理化学教室

大学院生 Scientific sessions 2011 アメリカ

23 大園　瑛子
東京医科歯科大学 大学院医
歯学総合研究科 ウイルス制

大学院生 7th NCRI Cancer Conference イギリス

23 梶谷　卓也

北海道大学大学院理学研究院
および総合化学院生物化学
コース 生命分子化学講座 生
物有機化学研究室

研究生
Cell Symposia, Epigenetics
and the Inheritance of
Acquired States

アメリカ

23 川勝　泰二
農業生物資源研究所 遺伝子
組換え研究センター 機能性
作物研究開発ユニット

主任研究員
Plant and Animal Genome XX
Conference

アメリカ

23 川村　出
横浜国立大学 大学院工学研
究院 機能の創生部門

研究教員
The 4th Asia-Pacific NMR
Symposium

中国

23 齋藤　有紀
北海道大学大学院薬学研究院
神経科学研究室

助教
51st American Society for
Cell Biology Annual Meeting

アメリカ

23 佐藤　智彦
東京大学医学部附属病院　輸
血部

特任臨床医
The 53rd annual meeting of
the American society of

アメリカ

23 戸張　靖子
早稲田大学 教育・総合科学
学術院
統合脳科学研究室

研究助手

The 7th Congress of Asia
and Oceania Society for
Comparative Endocrinology
(AOSCE)

マレーシア

23 中川　大
中部大学 応用生物学部 応用
生物化学科 中川研究室

講師
4th FEBS Special Meeting on
ATP-Binding Cassette (ABC)
Proteins

オーストリア

23 長洲　一
川崎医科大学　腎臓・高血圧
内科学

大学院生
American Society of
Nephrology,
Kidney Week 2011

アメリカ

23 肥後　明佳
東京大学大学院農学生命科学
研究科 応用生命工学専攻
醗酵学研究室

特任研究員
16th  International
Symposium on the Biology of
Actinomycetes

メキシコ

23 森實　隆司
慶應義塾大学医学部内科腎臓
内分泌代謝科　腎臓再生グ
ループ

助教
Kidney Week 2011, 44th
Annual Meeting of the
American Society of

アメリカ

23 森田　真也
滋賀医科大学医学部附属病
院・薬剤部

准教授 The Liver Meeting 2011 アメリカ
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23 山水　康平
京都大学 再生医科学研究所
幹細胞分化制御研究領域

研究員
American Heart
Association’s (AHA) 2011

アメリカ

23 山本  ゆき
東京農工大学農学部 獣医生
理学研究室

特別研究員

55th Asian Workshop on Zoo
and Wildlife Medicine/
Conservation in Nepal 2011
“One World One Health in
Asia”

ネパール

23 吉田　秀行

九州大学大学院医学系学府医
学専攻博士課程
慶応義塾大学医学部微生物学
免疫学教室（吉村研究室）

学生

9th Joint Meeting of the
International Cytokine
Society (ICS) and the
International Society for
Interferon and Cytokine

イタリア

22 石井　敦士 福岡大学医学部 助手
9th EUROPEAN CONGRESS ON
EPILEPTOLOGY

ギリシャ

22 岩月正一郎
名古屋市立大学大学院医学研
究科

大学院生

1st World Congress of
Pediatric Urology
American Urological
Association 2010 Annual
Meeting　（共同開催）

アメリカ

22 大松　華子 帝京大学医学部 助手
97th Annual Meeting The
American Association of
Immunologists

アメリカ

22 小澤　俊幸
大阪市立大学　皮膚科・形成
外科

研究医
70th Annual Meeting of the
SID (Society for
Investigative Dermatology)

アメリカ

22 木平　孝高
徳島大学大学院ヘルスバイオ
サイエンス研究部

助教
The WorldPharma2010 (16th
World Congress on Basic and
Clinical Pharmacology)

デンマーク

22 肥塚　崇男 京都大学生存圏研究所
ミッション専攻
研究員

Banff Conference on Plant
Metabolism 2010

カナダ

22 塩田　真己 九州大学大学院医学系学府 大学院生
American Urological
Association, Annual Meeting
2010

アメリカ

22 相馬　雅代 北海道大学大学院理学研究院 准教授
International Congress of
Neuroethology

スペイン
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22 高橋　里史 慶應義塾大学医学部
専修医, 　研究
員,　　大学院生

9th Congress of the
European association of

オランダ

22 丹羽　隆介
筑波大学大学院　生命環境科
学研究科

助教
18th International Ecdysone
Workshop

チェコ

22 福田　牧葉
東京工業大学大学院　生命理
工学研究科

学生
Gordon Research Conference
Proprotein Processing,
Trafficking & Secretion

アメリカ

22 前田　将司
兵庫県立大学・生命理学研究
科
大阪大学蛋白質研究所

特任助教

Gordon Research Conference
2010
Ligand Recognition &
Molecular Gating

イタリア

22 三屋　史朗
名古屋大学大学院生命農学研
究科

助教
XVII Congress of the
Federation of European
Societies of Plant Biology

スペイン

22 宮本　理人 京都大学医学部附属病院
産学官連携助
教・特定助教

11th International
Convention on Obesity

スウェーデン

22 村井　正俊 京都大学大学院農学研究科 助教
16th European Bioenergetics
Conference (EBEC2010)

ポーランド

22 李　文静
名古屋大学大学院　理学研究
科

大学院後期学生
(D2)

EMBO Conference Series:
“Microtubules- Structure,
Regulation, Functions”

ドイツ

22 秋山 裕和

九州大学大学院 工学府
化学システム工学専攻
分子・生物システム工学講座
(上平研究室)

D3
International Conference on
Chemical Engineering 2010
(ICCE’10)

アメリカ

22 浅田　直之
東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻
遺伝子実験施設眞田研究室

D2 Neuroscience 2010 アメリカ

22 池永直樹
九州大学大学院医学研究院
臨床・腫瘍外科

大学院生
2010 American Pancreatic
Association Annual Meeting

アメリカ

22 大澤志津江
神戸大学大学院医学研究科
細胞生物学分野　G-COE井垣
研究室

グローバルCOE研
究員

52nd Annual Drosophila
Research Conference

アメリカ

22 折田　和泉
東京工業大学大学院
生命理工学研究科
生物プロセス専攻

助教
International Symposium on
Biological Polyesters 2010

ドイツ
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22 片山耕大

名古屋工業大学大学院
工学研究科
未来材料創成工学専攻
神取研究室

M2 PACIFICHEM 2010 アメリカ

22 北舘　祐
自然科学研究機構
基礎生物学研究所
生殖細胞研究部門

助教
Cold Spring Harbor
Laboratory, Germ cells
meeting

アメリカ

22 篠原　明仁
東京大学大学院医学系研究科
血液・腫瘍内科

助教
52nd ASH Annual Meeting and
Exposition

アメリカ

22 武田 朱公
大阪大学大学院医学系研究科
臨床遺伝子治療学

研究生
Neuroscience 2010 (40th
annual meeting of Society
for Neuroscience)

アメリカ

22 仲野　千秋

東京大学大学院
農学生命科学研究科
応用生命工学専攻
醗酵学研究室

特任研究員
2010 The International
Chemical Congress of
Pacific Basin Societies

アメリカ

22 日出山拓人
東京大学保健・健康推進本部
東京大学医学部附属病院
神経内科学講座

助教 Neuroscience 2010 アメリカ

22 鮒　信学
静岡県立大学食品栄養科学部
食品生命科学科
ケミカルバイオロジー研究室

准教授

The 2010 International
Chemical Congress of
Pacific Basin Societies
(Pacifichem 2010)

アメリカ

22 森谷　純治
千葉大学大学院医学研究院
心血管病態解析学

助教
American Heart Association
Scientific Sessions 2010

アメリカ

22 矢木　宏和
名古屋市立大学大学院薬学研
究科
生命分子構造学分野

助教
98th Indian Science
Congress

インド

22 山本英一郎
熊本大学医学部附属病院
循環器臨床研究先端医療寄附
講座

特任助教
American Heart Association
2010

アメリカ

21 岩室 宏一
東京大学大学院　医学系研究
科　脳神経医学専攻

研究員
13th International Congress
of Parkinson's Disease and
Movement Disorders

フランス

21 金井 将昭
大阪大学大学院　医学系研究
科　生化学・分子生物学講座

特任
研究員

12th Meeting of the
international society for

イタリア
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21 金澤 雅人 新潟大学脳研究所　神経内科 大学院生
American Academy of
Neurology, Annual meeting

アメリカ

21 木村 俊秀 大分大学医学部　薬理学教室 助教
45th European Association
for the Study of Diabetes
Annual Meeting

オーストリア

21 倉林 伸博
東京大学大学院　理学系研究
科　生物化学専攻

大学院生
XI. Congress of European
Biological Rhythm Society

フランス

21 杉浦真由美
神戸大学大学院　理学研究科
生物学専攻

学術
推進
研究員

XIII International Congress
of Protistology

ブラジル

21 竹田 典代
筑波大学大学院　生命科学研
究科　下田臨海実験センター

研究員
Developmental Biology of
the sea urchin XIX

アメリカ

21 中川 正宏
東京大学大学院　医学系研究
科　　血液・腫瘍内科

特任助教
“EMBO WORKSHOP” RUNX
Transcription Factors in
Development & Disease

イギリス

21 柳川 正隆
京都大学大学院　理学研究科
生物物理学教室

大学院生
15th International Congress
of Photobiology

ドイツ

21 渡邉 麻衣
東京大学大学院　総合文化研
究科　広域科学専攻

大学院生
The 13th International
Symposium on Phototorophic
Prokaryotes

カナダ

21 Azran Azhim
東京電機大学　フロンティア
共同研究センター

助教

2009 IEEE Symposium on
Industrial Electronics and
Applications-Biomedical &
Computational Biology

マレーシア

21 伊藤　陽子
横浜市立大学大学院　国際総
合科学研究科　生体超分子科
学専攻

大学院生
Gordon Research Conferences
on Sensory Transduction in
Microorganisms

アメリカ

21 王　晨
山口大学大学院　医学系研究
科　器官制御分子学専攻

大学院生
49th American Society for
Cell Biology Annual Meeting

アメリカ

21 大河内 直子
東京大学　医学部付属病院輸
血部

助教
The 51st annual meeting of
the American Society of

アメリカ

21 片山　貴博
北海道大学大学院　薬学研究
院　薬理学研究室

助教
Neuroscience 2009 (39th
annual meeting of the
Society for Neuroscience)

アメリカ

21 塩田　倫史
東北大学大学院　薬学研究科
薬理学分野

助手
Neuroscience 2009 (39th
annual meeting of the
Society for Neuroscience)

アメリカ
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21 田中　暢明
京都大学生命科学系　キャリ
アパス形成ユニット

特定研究員
Swiss Neurofly and
Satellite Meeting

スイス

21 田中 瑠璃子
京都大学　医学部附属病院
輸血細胞治療部

大学院生
The 51st annual meeting of
the American Society of

アメリカ

21 田村　雄一
慶應義塾大学大学院　医学研
究科内科学専攻

大学院生
American Heart Association
Scientific Sessions 2009

アメリカ

21 野下　浩二
秋田県立大学　生物資源科学
部　生物生産科学科　生物活
性物質分野

助教
Fifth Asia Pacific
Conference on Chemical
Ecology

アメリカ

21 野村　洋
東京大学大学院　薬学系研究
科　薬品作用学教室

特任助教
Neuroscience 2009、Eighth
Annual MCCS meeting

アメリカ

21 原　哲也
神戸大学大学院　医学研究科
内科学講座　循環器内科学分

医学研究員
American Heart Association
Scientific Sessions 2009

アメリカ

21 丸山　史人
東京工業大学大学院　生命理
工学研究科　生命情報専攻

助教
ProkaGENOMICS2009 (4th
European Conference on
Prokaryotic Genomics)

ドイツ

21 村松 里衣子
大阪大学大学院　医学系研究
科　附属子どものこころの分
子統御機構研究センター

特任助教
Neuroscience 2009 (39th
annual meeting of the
Society for Neuroscience)

アメリカ

21 谷田部 淳一
福島県立医科大学　医学部
腎臓高血圧・糖尿病内分泌代
謝内科学講座

博士研究員
Renal Week 2009, 42nd
Annual Meeting of the
American Society of

アメリカ

21 山田 真吏奈
慶應義塾大学医学部　解剖学
教室

特別研究助教
Neuroscience 2009 (39th
annual meeting of the
Society for Neuroscience)

アメリカ

21 山本 伸一郎
京都大学大学院　薬学研究科
生体分子認識学分野

助教
Biophysical Society 54th
Annual Meeting

アメリカ

21 渡部　裕 新潟大学医学部　循環器内科 特任助教
American Heart Association
Scientific Sessions 2009

アメリカ

20 市川 幹
東京大学医学部付属病院 血
液・腫瘍内科

助教
第15回国際RUNXワークショッ
プ

アメリカ

20 岩倉 浩
京都大学医学部附属病院探索
医療センター

助教 北米内分泌学会 アメリカ

20 屋万 栄
鹿児島大学大学院　医歯学総
合研究科　健康科学専攻

大学院生 第22回移植学会国際会議 オーストラリア

20 島津 朋之
東北大学大学院　農学研究科
生物産業創成科学専攻

大学院生
国際酪農科学・畜産学合同学
術会議

アメリカ
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20 竹花 佑介
自然科学研究機構　基礎生物
学研究所

日本学術振興会
特別研究員

第8回ゼブラフィッシュの発生
と遺伝に関する国際会議

アメリカ

20 富谷 朗子
海洋研究開発機構　地球内部
変動研究センター

研究員 第８回欧州窒素固定会議 ベルギー

20 中西ゆう子
富山県立中央病院　臨床病理
科

臨床病理科副医
長

第43回ヨーロッパ肝臓学会
(EASL)年次総会

イタリア

20 中原 広道 長崎国際大学薬学部　薬学科 助手
第22回ヨーロッパ生体界面・
コロイド学会

ポーランド

20 西村 智
東京大学大学院医学系研究科
循環器内科

研究員 第15回国際血管生物学会議 オーストラリア

20 野田 悟子
理化学研究所環境分子科学研
究推進グループ

協力研究員
第12回国際微生物生態学会大
会（ISME-12）

オーストラリア

20 林 良樹
自然科学研究機構　基礎生物
学研究所

助教
ゴードンリサーチカンファレ
ンス"プロテオグリカンス"

アメリカ

20 福田 康弘
神戸大学理学研究科　生物学
専攻

学術推進研究員
国際進化原生動物学会第17回
大会、国際原生動物学会第59
回大会合同学会

カナダ

20 升田 博隆
慶應義塾大学医学部　産婦人
科学教室

助教 欧州ヒト生殖学会 スペイン

20 松尾 拓哉 名古屋大学　遺伝子実験施設 研究員 第１３回クラミドモナス国際 フランス

20 森下 大輔 東京大学大学院　薬学研究科 大学院生
キーストンシンポジウム（幹
細胞、癌、細胞老化）

シンガポール

20 谷口 俊介
筑波大学大学院生命環境科学
研究科

助教 第18回国際ウニ発生学会 アメリカ

20 山田 和彦 物質・材料研究機構 特別研究員
ゴードン会議：生体分子系核
磁気共鳴法の研究

イタリア

20 由田和津子
お茶の水女子大学大学院人間
文化研究科

リサーチフェ
ロー

アメリカ植物生理学会 メキシコ

20 淺井 理恵子
東京大学大学院　医学系研究
科　　分子細胞生物学

大学院生
Ａｍｅrican Heart
Association Scientific

アメリカ

20 猪原 匡史
京都大学大学院　医学研究科
臨床神経学

助教 世界認知症学会 シンガポール
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20 川崎 良
山形大学 医学部　情報構造
統御講座　視覚病態学

客員研究員
Annual Congress of European
Association for Vision and
Eye Research

スロベニア

20 佐波 理恵
情報・システム研究機構　国
立遺伝学研究所

特任研究員 Germ Cells アメリカ

20 高梨 琢磨
森林総合研究所　森林昆虫研
究領域

主任研究員
XIIth INVERTEBRATE SOUND
AND VIBRATION MEETING

フランス

20 高野 倫一
東京海洋大学　ゲノム科学講
座

博士研究員
Plant and Animal Genome
XVII Conference

アメリカ

20 中川 俊徳
京都大学大学院　医学研究科
腫瘍生物学講座

研究員
Cold Spring Harbor
Laboratory Meeting on Germ

アメリカ

20 西 裕志
東京大学大学院　医学系研究
科　腎臓内科学

大学院生
Renal Week 2008, American
Society of Nephrology
Annual Meeting

アメリカ

20 西原 秀典
東京工業大学大学院　生命理
工学研究科　生体システム専

助教
Genomic Impact of
Eukaryotic Transposable

アメリカ

20 野地 智法
東京大学医科学研究所　炎症
免疫学分野

博士研究員 2nd vaccine global congress アメリカ

20 前田 礼男
東京理科大学　基礎工学部
生物工学科

助教
50th Annual Drosophila
Research Conference

アメリカ

20 八幡 直樹
国立精神・神経センター　神
経研究所

流動研究員 Neuroscience2008 アメリカ

20 林原 絵美子
東京薬科大学 薬学部　病原
微生物学教室

助教
11th Western Pacific
Congress on Chemotherapy
and Infectious Diseases

台湾

19 礒兼真由美 愛媛大学大学院医学系研究科 大学院生
EMBO カンファレンス,
“Nuclear Structure and
Dynamics

フランス

19 板垣　史郎 北海道大学大学院薬学研究院 助教 第３回世界薬学会議 オランダ

19 伊藤 貴浩 東京大学大学院薬学系研究科 助教 第５回国際幹細胞生物学会年 オーストラリア
19 上原 亜希子 東北大学大学院歯学研究科 助手 第1回国際自然免疫学会 トルコ

19 大西　紀和
京都大学大学院生命科学研究
科

研究員（科学研
究）

第6回 無機炭素利用国際会議 スペイン

19 加藤　正晴
東京女子医科大学医学部乳児
行動発達学講座

特認助教
第3回錯視コンテスト（視覚学
会）

アメリカ
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19 加藤　幸成
産業技術総合研究所　糖鎖医
工学研究センター

研究員 第９８回米国癌学会総会 アメリカ

19 河田　英里
京都大学医学部附属病院輸血
細胞治療部

大学院生 第14回ヨーロッパ癌学会 スペイン

19 合山　　進
東京大学医学部附属病院　血
液・腫瘍内科

医員 国際幹細胞研究学会 オーストラリア

19 杉本　真樹
帝京大学ちば総合医療セン
ター外科

助手
第15回欧州内視鏡外科学会国
際会議

ギリシャ

19 田中　将史 神戸薬科大学 助教 第48回国際脂質生化学会議 フィンランド

19 千枝　結香 九州大学大学院農学研究院 研究員
昆虫バイオテクノロジーおよ
び産業に関する国際学会

韓国

19 西原　広史 北海道大学大学院医学研究科 助教
セカンドメッセンジャー及び
リン酸化蛋白に関する国際カ
ンファレンス

アメリカ

19 福田　康弘
金沢大学大学院自然科学研究
科

大学院生
第5回ヨーロッパ原虫学会およ
び、第11回ヨーロッパ繊毛虫
学会合同大会

ロシア

19
船渡川
　　伊久子

帝京大学医学部衛生学 助教
第28回国際臨床生物統計学会
年次大会

ギリシャ

19 古谷　祐詞 名古屋工業大学 助教
第9回バイオテクノロジー・金
属錯体・触媒に関する国際会

中国

19 松本　幸子 鳥取大学医学部病態生化学
エイズ予防財団
リサーチレジデ

第21回　国 際 血 栓 止 血
会 議

スイス

19 丸山真一朗 東京大学大学院理学系研究科 学術研究支援員
2007年国際原生生物学会/米国
藻類学会合同学会

アメリカ

19 吉種　光 東京大学大学院理学系研究科 大学院生
第72回 コールド・スプリン
グ・ハーバー・シンポジウム

アメリカ

19 相澤　健一
東京大学大学院医学系研究科
ユビキタス予防医学講座

助教
第80回アメリカ心臓協会学術
集会

アメリカ

19 加野　真一
東京大学大学院医学系研究科
病因病理学専攻

学術研究支援員
第15回国際サイトカイン学会
年次集会

アメリカ

19 上辻　由里
京都府立医科大学大学院医学
研究科

大学院生 第49回米国血液学会 アメリカ

19 上中　弘典 鳥取大学農学部 助教
キーストンシンポジウム「植
物ホルモンとシグナル伝達」

アメリカ
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19 河原井 武人
日本大学大学院生物資源科学
研究科

大学院研究生
アメリカ微生物学会　第3回細
菌細胞間コミュニケーション
国際会議

アメリカ

19 斎藤　将樹
東北大学  国際高等研究教育
機構・国際高等融合領域研究

助 教 アメリカ細胞生物学会 アメリカ

19 立原 淳貴 東京大学大学院工学系研究科 大学院生
第１１回化学・生命科学用超
小型機器に関する国際会議

フランス

19 谷本 安浩 日本大学松戸歯学部 講師
第2回生体材料・組織のメカニ
クスに関する国際会議

アメリカ

19 田村 拓也
東京医科歯科大学難治疾患研
究所神経病理学

助教
コールドスプリングハーバー
研究所ショウジョウバエ神経
生物学ミーティング

アメリカ

19 豊留 孝仁
千葉大学真菌医学研究セン
ター真菌感染分野

講師
第3回国際アスペルギルス症学
会

アメリカ

19 寅嶋　崇 金沢大学大学院医学系研究科 助教 第37回米国神経科学会 アメリカ
19 丹羽　美苗 名城大学薬学部 ポスドク 第37回米国神経科学会 アメリカ
19 貫井 陽子 国立感染症研究所 流動研究員 米国熱帯医学学会総会 アメリカ

19 平川 秀忠 大阪大学産業科学研究所 大学院生
アメリカ微生物学会　第3回細
菌細胞間コミュニケーション
国際会議

アメリカ

19 堀 知行
東京大学大学院 農学生命科
学研究科 応用生命工学専攻

大学院生
国際ワークショップ「極度の
エネルギー制限条件下におけ
る微生物の生命維持」

デンマーク

19 牧野 悟士
徳島大学大学院ヘルスバイオ
サイエンス研究部

COE研究員
アメリカ人類遺伝学会　第57
回総会

アメリカ

18 大内　仁
東京慈恵会医科大学生理学講
座第2

大学院生 第28回国際心臓研究学会 カナダ

18 大西 利幸 京都大学化学研究所 大学院生
第8回シトクロムP450の生物多
様性とバイオテクノロジーに
ついての国際シンポジウム

イギリス

18 小川 寛人 岐阜大学大学院 大学院生 鳥類獣医師会 アメリカ

18 金岩　稔 東京農業大学 生物産業学部 講師
種苗法流と養殖業に関わる国
際シンポジウム

アメリカ

18 神村 圭亮 愛知医科大学分子医科学研究 研究技術員 ゴードン会議・プロテオグリ アメリカ

18 紙谷 聡英
東京大学医科学研究所 ヒト
疾患モデル研究センター

助手 アメリカ実験生物学会 アメリカ
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18 亀谷 将史
東京大学大学院農学生命科学
研究科

大学院生 C1代謝に関するゴードン会議 イギリス

18 許斐 亜紀
聖徳大学大学院　人間栄養学
研究科

大学院生 アメリカ栄養学会 アメリカ

18 作間 未織
東京慈恵会医科大学小児科学
講座

大学院生 アメリカ小児科学会 アメリカ

18 佐々木 義一 京都大学大学院薬学研究科 大学院生
第２９回ヨーロッパペプチド
シンポジウム

ポーランド

18 遠野 雅徳 東北大学大学院農学研究科 大学院生
国際酪農科学・畜産学合同学
術会議

アメリカ

18 広田　毅 東京大学大学院理学系研究科 特任教員 生物リズム学会 第10回大会 アメリカ

18 増田 真二
東京工業大学大学院 生命理
工学研究科

助手
第12回国際原核光合成生物シ
ンポジウム

フランス

18 森本　智
東京慈恵会医科大学循環器内
科

大学院生
ゴードン研究会議「心臓制御
機構」

アメリカ

18 伊藤 崇志 大阪大学大学院薬学研究科 特任助手 アメリカ心臓病学会 アメリカ

18 大園 享司 京都大学大学院農学研究科 助手
第6回イネ科草本の菌類エンド
ファイトに関する国際シンポ
ジウム

ニュージーラン
ド

18 加藤 秀樹
東京大学医学部附属病院腎臓
内分泌内科

非常勤医員 第39回米国腎臓学会 アメリカ

18 国枝 武重
千葉大学大学院医学研究院
循環病態医科学

研究生 米国心臓協会学術集会 アメリカ

18 佐藤 慶介
東京電機大学理工学部電子情
報工学科

助手
2006年合同国際会議　第210回
電気化学学会秋季大会

メキシコ

18 邵　菁
東京大学医学部附属病院腎臓
内分泌内科

博士研究員
第11回世界腫瘍学進展学会及
び第9回国際分子医学シンポジ

ギリシャ

18 千葉 知宏
慶應義塾大学医学部　解剖学
教室

助手 第36回　北米神経科学会議 アメリカ

18 常深 泰司
東京医科歯科大大学院脳神経
病態学分野

助手
第56回アメリカ人類遺伝学会
年次総会

アメリカ

18 永井　拓 名古屋大学大学院医学系研究 特任講師 北米神経科学会 アメリカ

18 中嶋　秀
九州大学大学院工学研究院応
用化学部門

助手
ピッツバーグカンファレンス
２００７

アメリカ

18 中村 江里
名古屋市立大学 医学部 生物
機能制御医学講座

研究員
第６回アジア・オセアニア生
理学会議

韓国
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18 橋口 晶子
東京大学大学院総合文化研究
科

大学院生
発生過程における細胞シグナ
ル伝達に関する国際集会

インド

18 平松 伸彦
山梨大学大学院　医学工学総
合教育部 人間環境医工学専

大学院生 第39回米国腎臓学会 アメリカ

18 三間　渉
新潟大学医歯学綜合研究科
器官制御医学

大学院生 アメリカ心臓病学会 アメリカ

18 宮本 洋志
筑波大学 生命環境科学研究
科 情報生物科学専攻

大学院生
アメリカ生理学会 学会間会
議：比較生理学2006

アメリカ

18 横田 浩章
（財）東京都医学研究機構
東京都臨床医学総合研究所

主席研究員
2006米国生物物理学会討論
分子モーター

アメリカ

17 浅岡　洋一
東京大学大学院理学系研究科
生物科学

大学院生
ヨーロッパ松果体･生物リズム
学会

ドイツ

17 上野　博司 京都府立医科大学麻酔学教室 助手 ヨーロッパ麻酔学会 オーストリア

17 梅名　泰史
京都大学原子炉実験所粒子線
基礎物性研究部門

大学院生 第20回結晶学国際会議 イタリア

17 大石由美子
東京大学大学院医学系研究科
循環器内科

大学院生 欧州内分泌学会 スウェーデン

17 緒方　久修
九州大学大学院医学研究院
病態機能内科

大学院生 米国消化器病週間 アメリカ

17 小川　数馬 金沢大学学際科学実験セン 助手 米国核医学会 カナダ

17 香川　　聡
森林総合研究所組織材料研究
室

研究員
ヨーロッパにおける年輪年代
学、気候に関した国際会議

イタリア

17 角野　貴志
北九州市立大学大学院 国際
環境工学研究科

大学院生
第2回植物･微生物の環境と代
謝の生化学に関する国際ワー
クショップ

中国

17 片野坂友紀 国立循環器病センター研究所
学術振興会特別
研究員

国際心臓研究会 ノルウエー

17 金澤　伸雄
京都大学大学院医学研究科皮
膚生命科学

助手
第35回ヨーロッパ研究皮膚科
学会

ドイツ

17 金森　紀仁 食品総合研究所食品工学部
学術振興会特別
研究員

植物生物学会2005 アメリカ

17 木村聡一郎
東邦大学医学部微生物･感染
症学講座

研究員
インターサイエンス化学療法
学会

アメリカ

17 黒田　　誠
筑波大学大学院人間総合科学
研究科

講師 米国微生物学会 アメリカ

17 黒田　裕樹 静岡大学教育学部理科教育講 助教授 第15回国際発生生物学会 オーストラリア
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17 佐々木和教 東北大学大学院生命科学研究 大学院生 細胞性粘菌国際会議2005 フランス

17 月原多佳久
京都大学生存圏研究所バイオ
マス変換分野

大学院生 日米菌学会合同大会 アメリカ

17 堂上　友紀 明治鍼灸大学附属病院内科 助手 北米核医学会 カナダ

17 松原　　雄
京都大学医学部附属病院腎臓
内科

医員 アメリカ糖尿病学会 アメリカ

17 水品　善之 神戸学院大学栄養学部 大学院生 第15回国際発生生物学会 オーストラリア

17 森岡　恵子
広島大学大学院理学研究科植
物分類・生態学

学術振興会特別
研究員

コケ植物の発生生物学、生理
学に関する国際会議

チェコ

17 吉岡　資郎
自然科学研究機構岡崎統合バ
イオサイエンスセンター

助手 生物無機化学国際会議12 アメリカ

17 吉村　弥生 北海道大学大学院生命科学院 大学院生 第18回複合糖質国際シンポジ イタリア
17 金蔵孝介 慶應義塾大学医学部薬理学教 訪問研究員 第35回北米神経科学会 アメリカ

17 黒川洵子
東京医科歯科大学難治疾患研
究所生体情報薬理学

助手 50回米国生物物理学会年会 ユタ

17 近藤慎一
宮崎大学医学部解剖学講座分
子細胞生物学

助手 第35回北米神経科学会 アメリカ

17 定本久世
徳島文理大学香川薬学部創薬
学科

助手 第35回北米神経科学会 アメリカ

17 柴田幹大
名古屋工業大学大学院工学研
究科物質工学

大学院生 2005環太平洋国際化学会議 アメリカ

17 松本理器
京都大学大学院医学研究科脳
病態生理学神経内科

医員 第35回北米神経科学会 アメリカ

17 矢野知美
九州大学大学院生物資源環境
科学府

大学院生 2005環太平洋国際化学会議 アメリカ

17 山田真吏奈 慶應義塾大学医学部解剖学教 大学院生 第35回北米神経科学会 アメリカ

16 井木太一郎
東京大学大学院農学生命科学
研究科農学国際専攻

大学院
シロイヌナズナ研究に関する
国際会議

ドイツ

16 生駒晃彦
京都大学大学院医学研究科皮
膚科学

助手 ヨーロッパ研究皮膚科学会 オーストリア

16 大西暁士
京都大学大学院理学研究科生
物科学専攻生物物理学

研究員
FASEB夏季会議「網膜の神経生
物学及び視覚処理」

アメリカ

16 緒方久修
九州大学生体防御医学研究所
免疫制御学分野

大学院 米国消化器病週間 アメリカ

16 沓名伸介
横浜市立大学大学院総合理学
研究科

助手 生物リズム学会 カナダ
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16 柴田秀樹
名古屋大学大学院生命農学研
究科

助手 国際性科学分子生物学会 アメリカ

16 下里剛士
東北大学大学院農学研究科生
物産業創成科学

大学院
国際酪農科学･畜産学･家禽学
合同学術会議

アメリカ

16 瀬尾幸子
東京大学大学院医学系研究科
造血再生医療

リサーチレジデ
ント

国際免疫学会 カナダ

16 高橋征司 東北大学多元物質科学研究所 助手 第45回国際生体脂質学会 ギリシャ

16 富崎欣也
東京工業大学大学院生命理工
学研究科生物プロセス

助手
第3回国際、第28回ヨーロッパ
ペプチド討論会合同大会

チェコ

16 永尾晃治 佐賀大学農学部応用生物科学 助手 第95回アメリカ油化学会学術 アメリカ
16 中村保宏 東北大学病院病理部 医員 第86回米国内分泌学会議 アメリカ

16 難波大輔 愛媛大学医学部 助手 ゴードン、増殖因子シグナル イギリス

16 西山智明
自然科学研究機構基礎生物学
研究所

研究員
第7回コケ植物に関する国際会
議

ドイツ

16 花田礼子
久留米大学分子生命科学研究
所遺伝子情報研究部門

助手 第86回米国内分泌学会議 アメリカ

16 氷見栄子 岡山大学資源生物科学研究所 研究員 穀類穂発芽シンポジウム イギリス

16 堀　知行
東京大学大学院農学生命科学
研究科応用生命工学専攻

大学院
第10回国際微生物生態学会シ
ンポジウム

メキシコ

16 村上雅人
東京大学医科学研究所･腫瘍
抑制研究分野

研究員
第16回欧州癌治療学会･米国立
癌研究所･米国癌学会合同シン
ポジウム

スイス

16 森川一也
筑波大学人間総合科感染生物
学微生物グループ

講師
細菌及びファージの分子遺伝
学集会

アメリカ

16 山下　哲 東北大学多元物質科学研究所 助手 第45回国際生体脂質学会 ギリシャ

16 石井　優
大阪大学医学系研究科情報薬
理学講座

助手 米国生物物理学会討論会 アメリカ

16 石垣　診祐
名古屋大学医学部付属病院神
経内科

医員
第34回米国ニューロサイエン
ス学会

アメリカ

16 伊藤　正洋
新潟大学医歯学総合病院第一
内科

医員
アメリカ心臓病学会年次集会
2004

アメリカ

16 長船　健二 東京大学総合文化研究科生命 学術研究支援員 第37回アメリカ腎臓学会 アメリカ

16 櫛引　俊宏
京都大学再生医科学研究所生
体材料科学分野

大学院生 国際組織工学学会 スイス
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16 久万亜紀子
東京都医学研究機構 東京都
臨床医学総合研究所

研究員
第44回インターサイエンス学
会

アメリカ

16 小林　憲太
福島県立医科大学 生体情報
伝達研究所 生体機能研究部

研究員 アメリカ細胞生物学会 アメリカ

16 佐藤　慶子
お茶の水女子大学人間文化研
究科ライフサイエンス専攻

大学院生 2004年日米糖質科学合同会議 アメリカ

16 薄　敬一郎 独協医科大学内科学(神経） 助手
第34回米国ニューロサイエン
ス学会

アメリカ

16 田渕　明子
富山医科薬科大学薬学部分子
神経生物学

講師
第34回米国ニューロサイエン
ス学会

アメリカ

16 鮒　信学
東京大学農学生命科学研究科
応用生命工学専攻

助手
産業微生物の遺伝学･分子生物
学/微生物二次代謝産物のバイ
オテクノロジー

アメリカ

16 森山麻衣子
久留米大学分子生命科学研究
所 遺伝情報研究部門

大学院生
第34回米国ニューロサイエン
ス学会

アメリカ

15 足立　弘明
名古屋大学大学院医学系研究
科神経内科

客員研究員
ゴードンカンファレンス－CAG
リピート病

イタリア

15 伊野部智由
東京大学大学院理学系研究科
物理学専攻

研究員
第17回タンパク質学会シンポ
ジウム

アメリカ

15 大梶　祐頼
東京大学大学院医学系研究科
外科学専攻

大学院生 第94回アメリカ癌学会総会 アメリカ

15 大沼　みお
東京薬科大学生命科学部細胞
機能学研究室

嘱託職員
第8回アミノ酸とタンパク質に
関する国際会議

イタリア

15 長内美瑞子 東京大学新領域創成科学研究 大学院生 第19回国際遺伝学会 オーストラリア

15 加藤創一郎
東京大学大学院農学生命科学
研究科応用生命工学

大学院生
第1回ＦＥＭＳ欧州微生物国際
会議

スロベニア

15 岸　光子 東京大学大学院総合文化研究 大学院生 第7回植物分子生物学国際学会 スペイン

15 神崎　秀嗣
京都工芸繊維大学大学院ベン
チャーラボラトリー

非常勤講師
03　Cold Spring Harbor
Meeting 「Eukaryotic DNA

アメリカ

15 小林　孝
金沢大学大学院自然科学研究
科

研究生
FASEBサマーリサーチカンファ
レンス：繊毛虫分子生物学

アメリカ

15 米田　英伸
富山県立大学工学部生物工学
研究センター

助手
タンパク質-標的、手段、治療
-

ドイツ

15 櫻井　文教
国立医薬品食品衛生研究所遺
伝子細胞医薬部

厚生労働技官 第6回アメリカ遺伝子治療学会 アメリカ



加藤記念国際交流助成実績 第1回(平成元年度)から
第29回(平成29年度)下期まで

- 32 -

助成回 氏名 所属 職名 学会名 国

15 佐藤　陽子 九州大学大学院医学研究院
日本学術振興会
特別研究員

第19回国際性化学･分子生物学
会議

カナダ

15 末次貴志子
東京大学海洋研究所海洋生態
系部門

大学院生 第10回深海生物学会 アメリカ

15 田中　文昭
北海道大学大学院工学研究科
システム情報工学

大学院生
第9回ＤＮＡコンピューターに
関する国際会議

アメリカ

15 時本楠緒子
千葉大学大学院自然科学研究
科多様性科学

大学院生 国際動物音声学会 アメリカ

15 西田　敬二
東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻

大学院生 アメリカ植物学会 ハワイ

15 能登　朋子
金沢大学大学院自然科学研究
科

研究生
ヨーロッパ原生生物学会・繊
毛虫生物学会合同会議

イタリア

15 濱田　文香
東京理科大学理工学研究科応
用生物科学

大学院生 第6回ＥＭＢＯワークショップ オーストリア

15 日渡　祐二
岡崎国立共同研究機構基礎生
物学研究所

COE非常勤研究員 国際コケ植物会議 アメリカ

15 宮里　実 琉球大学医学部泌尿器科 研究生 2003年アメリカ泌尿器科学会 アメリカ

15 諸橋　賢吾
横浜国立大学エコテクノロ
ジー･システム・ラボラト
リー

講師
植物の配偶体：進化、発生、
機能

スイス

15 山田　裕子
千葉大学大学院自然科学研究
科多様性科学

大学院生 国際動物音声学会 アメリカ

15 吉田　清嗣
東京医科歯科大学難治疾患研
究所分子遺伝部門

助手 第94回アメリカ癌学会総会 アメリカ

15 大西　康夫 東京大学農学生命科学研究科 助教授
第13回放線菌の生物学に関す
る国際会議

オーストラリア

15 奥村　茂樹 松本歯科大学口腔生化学講座 助手 第43回米国細胞生物学会 アメリカ

15 邵　菁
東京大学医学部付属病院腎臓
内分泌内科

研究員 第36回米国腎臓学会年会 アメリカ

15 瀬戸口啓夫
University of Cambridge
Centre for Brain Repair

Research
Associate

アメリカ頚椎外科学会 アメリカ

15 長野　清一
大阪大学医学系研究科神経内
科学

助手 第33回北米神経科学学会 アメリカ

15 縄田　涼平
山口大学大学院生体シグナル
解析医学講座（第三内科）

大学院生 第45回米国血液学会総会 アメリカ
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15 長谷川恵子
北里大学北里生命科学研究所
感染制御科学府

大学院生
第43回インターサイエンス会
議

アメリカ

15 藤枝　正輝
北海道大学大学院薬学研究科
代謝分析学

助手
第11回環太平洋臨床薬理遺伝
学会

アメリカ

15 松本　高広
東京大学分子細胞生物学研究
所核内情報

学術振興会特別
研究員

キーストンシンポジウム「核
内レセプター」

アメリカ

15
Niall P.
Murphy

理化学研究所脳科学総合研究
センター

上級研究員 第33回北米神経科学学会 アメリカ

14 阿部　一啓
北海道大学大学院理学研究科
化学専攻

大学院生
第10回Na,K-ATPaseとその他の
腸イオン輸送ポンプに関する
国際会議

デンマーク

14 安東　嗣修 富山医科薬科大学薬学部 助手 第14回　薬理学世界大会 アメリカ

14 阿武　孝敏
山口大学大学院医学研究科生
体シグナル解析医学

大学院生 第62回米国糖尿病学会 アメリカ

14 太田　広人
島根大学生物資源科学部生命
工学科

大学院生
第10回ＩＵＰＡＣ作物保護化
学会議

スイス

14 笠木　陽子
日本医科大学老人病研究所疫
学部門

助手 第５回国際神経内分泌学会 イギリス

14 柏木　孝仁 久留米大学医学部 助手
第9回C型肝炎ウイルス及び関
連ウイルスの国際会議

アメリカ

14 北川　浩史
東京大学分子生物学研究所核
内情報

助手 アメリカ骨代謝学会 アメリカ

14 黄　獻鋒
東京大学大学院医学系研究科
生体物理医学専攻

大学院生 第１３回生体磁気国際会議 ドイツ

14 小柳　光正
京都大学大学院理学研究科生
物物理教室

特別研究員
第１０回レチナールタンパク
質国際会議

アメリカ

14 佐藤　友紀
自治医科大学病態治療セン
ター臓器置換研究部

大学院生
国際移植学会、国際マイクロ
サージェリー学会

アメリカ

14 清水　弘樹
東北大学大学院生命科学研究
科

助手
第20回生物化学分野ＮＭＲ国
際会議

カナダ

14 染谷　友美
国立感染症研究所　ウイルス
第二部

科学技術特別研
究員

第９回Ｃ型肝炎ウイルス及び
関連ウイルスに関する国際会

アメリカ

14 高品　善 山形県立園芸試験場 研究員 国際園芸学会 カナダ

14 高島　晶
理化学研究所細胞性化学研究
室

特別研究員
第3回糖転移酵素国際シンポジ
ウム

スウェーデン

14 伊達　昌孝 大阪歯科大学薬理学講座 講師 アジア太平洋肝臓学会議 台湾
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14 多留　偉功
北海道大学薬学系研究科神経
科学分野

ポスドク
第8回国際アルツハイマー病会
議

スエーデン

14 中津川雅史
北海道大学大学院工学研究科
システム情報工学

大学院生
2002計算知能世界大会／進化
的計算大会

アメリカ

14 中道　郁夫
九州大学生体防御医学研究所
分子発現制御学

大学院生 ゴードン研究会議 アメリカ

14 原　雄二
岡崎国立共同研究機構統合バ
イオサイエンスセンター

非常勤研究員 北米実験生物学会夏季大会 アメリカ

14 原　由紀子
(財)東京都神経化学総合研究
所

客員研究員
第4回国際神経ウイルスシンポ
ジウム、第10回HIV感染神経科
学会議合同大会

ドイツ

14 平井　恭二 日本医科大学第2外科 助手 第8回中央ヨーロッパ肺癌学会 オーストリア

14 平沢　敬
大阪大学工学研究科応用生物
工学専攻

ポスドク 第9回国際産業微生物学会 韓国

14 宮城島進也 東京大学大学院理学系研究科 ポスドク
ゴードン研究会議2002年度ミ
トコンドリアおよび葉緑体

イギリス

14 天谷　文昌 京都府立医科大学麻酔学教室 助手 第３２回北米神経科学学会 アメリカ

14 太田　一史 茨城大学大学院理工学研究科 非常勤研究員
第１５回生体関連セラミック
ス国際シンポジウム

オーストラリア

14 日下部りえ
理化学研究所発生再生科学総
合研究センター

共同研究員 アメリカ統合比較生物学会 カナダ

14 申　恵媛 金沢大学薬学部 助手 第４２回アメリカ細胞生物学 アメリカ

14 堤　武也
国立感染症研究所ウイルス第
二部

協力研究員 第53回アメリカ肝臓病学会 アメリカ

14 中村　智尋 （財）国際科学振興財団 専任研究員 第４２回アメリカ細胞生物学 アメリカ
14 松尾　洋孝 防衛医科大学第１生理学講座 講師 第３３回北米神経科学学会 アメリカ
14 松尾　亮太 東京大学大学院薬学系研究科 助手 第３２回北米神経科学学会 アメリカ

14 水野　誠
新潟大学脳研究所分子神経生
物学分野

助手 第３２回北米神経科学学会 アメリカ

14 矢部　富雄 (財)東京都神経科学総合研究 流動研究員 糖鎖生物学会 アメリカ
13 今井一志 日本歯科大学生化学講座 講師 ゴードン会議 アメリカ
13 武 芸 山梨医科大学臨床検査医学 院生 第18回国際血栓止血学会 フランス
13 織田 昌幸 東京理科大学生命科学研究所 助手 第4回国際分子構造生物学会議 オーストリア

13 片野坂友紀 国立循環器病センター研究所
科学技術特別研
究員

国際心臓学会（ISHR) カナダ
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13 加藤　靖浩
名古屋大学大学院生命農学研
究科

院生 第12回・国際植物生体膜学会 アメリカ

13 古藤田信博
農林水産省果樹試験場リンゴ
支場

農水技官 アメリカ園芸学会第98回年会 アメリカ

13 薩　秀夫
東京大学大学院農学生命科学
研究科

助手
第7回アミノ酸・タンパク質国
際会議

オーストリア

13 佐渡　敬 国立遺伝学研究所 助手
ゴードンリサーチ会議「エピ
ジェネティクス」

アメリカ

13 妹尾　七美
東海大学医学部分子生命科学
遺伝情報部門

奨励研究員 第13回C.elegans国際会議 アメリカ

13 高田 忍 岡山県生物科学総合研究所 博士研究員
第12回シロイヌナズナ研究の
国際会議

アメリカ

13 田沼　延公 北海道大学遺伝子病制御研究 助手 第11回　国際免疫学会 スウェーデン
13 田淵 光昭 山口大学遺伝子実験施設 助手 実験生物学2001 アメリカ
13 田丸 浩 三重大学生物資源学部 助手 ゴードンカンファレンス アメリカ
13 寺内亜希子 東京理科大学　生命科学研究 院生 第11回　国際免疫学会 スウェーデン

13 中川　和博
東京大学大学院　農学生命科
学研究科

院生
FASEB　サマーリサーチカン
ファレンス：健康と病気にお
けるカルパイン遺伝子ファミ

アメリカ

13 奈良 雅之 東京医科歯科大学教養部 助教授 第1回国際先端振動分光学会議 フィンランド

13 西村　仁 筑波大学・応用生物化学系 講師
受精と発生の活性化に関する
ゴードン会議

アメリカ

13 能崎 晋一 金沢大学医学部附属病院 助手
ゴードン研究会議「基礎的・
臨床的がん化学療法」

アメリカ

13 深澤 征義 国立感染症研究所細胞化学部 主任研究官
ゴードン会議（脂質の分子細
胞生物学）

アメリカ

13 黄 剛 京都大学ウイルス研究所 非常勤研究員 アメリカ実験生物協会夏期会 アメリカ

13 前田 浩
京都大学大学院医学研究科泌
尿器病態講座

院生
ゴードン･カンファレンス2001
癌の化学療法

アメリカ

13 宮澤　崇
京都大学大学院　臨床病態医
科学・第2内科

院生 第83回北米内分泌学会 アメリカ

13 村上　真也
京都大学大学院人間･環境学
研究科

助手 第12回国際光合成会議 オーストラリア

13 山崎　美佳
東京大学大学院　農学生命科
学研究科

院生 第12回国際放線菌学会 カナダ
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13 石塚 智子
大阪大学医学部保健学科医用
物理学講座

院生 第31回北米神経科学会 アメリカ

13 大保 三穂
神戸大学大学院自然科学研究
科・バイオシグナル研究セン
ター

院生 北米神経科学会 アメリカ

13 笹井 研
(財)大阪バイオサイエンス研
究所

研究員
第41回アメリカ合衆国細胞生
物学会

アメリカ

13 久原 真 札幌医科大学医学部薬理学 助手 第31回米国神経科学会議 アメリカ

13 吉田 真子
東京大学大学院農学生命科学
研究科応用生命化学専攻

院生 第31回米国神経科学会 アメリカ

13 吉田 秀司 大阪医科大学物理学教室 助手 リボソームの構造と機能
ニュージーラン
ド

13 和田　基
東北大学大学院医学系研究科
小児医学講座小児外科学分野

院生 第6回　国際異種移植学会議 アメリカ

12 石橋 宰
新潟大学歯学部歯科薬理学講
座

助手 第22回米国骨代謝学会 カナダ

12 井上 誠 長崎大学薬学部分子薬理学教 研究員 国際麻薬研究会議 アメリカ
12 大塚曜一郎 筑波大学基礎医学系 文部教官・助手 国際自律神経科学学会 イギリス

12 加藤善一郎 岐阜大学医学部小児科 助手
生物学システムにおける核磁
気共鳴国際会議(第19回)

イタリア

12 神戸大朋
京都大学大学院生命科学研究
科

助手 国際生体金属シンポジウム ドイツ

12 喜田昭子 京都大学大学院理学研究科 助手 第19回ヨーロッパ結晶学会議 フランス
12 清末 知宏 香川大学遺伝子実験施設 助教授 第6回植物分子生物学国際学会 カナダ

12 黒田裕樹
東京大学大学院総合文化研究
科生命系

大学院生 アフリカツメガエル会議 アメリカ

12 佐藤岳哉
秋田大学医学部解剖学第二講
座

助手
第10回肝類洞細胞国際シンポ
ジウム

イギリス

12 佐藤ちひろ
名古屋大学 大学院生命農学
研究科

日本学術振興会
特別研究員

第2回国際糖転移酵素シンポジ
ウム

アメリカ

12 塩塚政孝 早稲田大学人間科学部 助手
第6回筋肉適応性の基礎と応用
会議

イタリア

12 柴田洋孝 慶応義塾大学保健管理セン 専任講師 第82回米国内分泌学会 カナダ

12 高橋芳樹 北海道大学大学院薬学研究科 助手
ミクロゾームと薬物酸化の国
際会議

イタリア
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12 程　世ビン
鹿児島大学医学部第一解剖学
講座

大学院生
第5回日中合同組織細胞化学セ
ミナー

中国

12 道上敏美
大阪府立母子保健総合医療セ
ンター研究所

主任研究員 アメリカ骨代謝学会 カナダ

12 中川誠司
通商産業省工業技術院電子技
術総合研究所

研究員
第6回ヒト脳機能マッピング研
究会議

アメリカ

12 中嶋美紀 金沢大学薬学部 助手
第13回ミクロソームと薬物酸
化に関する国際シンポジウム

イタリア

12 永田裕二 東北大学遺伝生態研究セン 助教授 バイオテクノロジー2000 ドイツ
12 林美都子 岡山大学 薬学部 研究員 ゴードンカンファレンス イギリス

12 原 好勇
久留米大学医学部ウイルス学
講座

助手
第4回インフルエンザウイルス
コントロールの可能性をさぐ
る国際会議

ギリシャ

12 榧垣伸彦 順天堂大学 医学部 免疫 助手 第8回国際TNF会議 ノルウェー

12 日暮卓志 鳥取大学工学部 大学院生
第14回プロテインソサイエ
ティシンポジウム

アメリカ

12 松本 哲 東京理科大学生命科学研究所
学術振興会特別
研究員

アメリカ免疫学会 アメリカ

12 市田 竜也 関西医科大学解剖学第一講座 研究員 第11回国際内分泌学会 オーストラリア
12 今井 浩孝 北里大学薬学部衛生化学教室 講師 第7回国際セレニウム学会 イタリア

12 梅本 貴之 農林水産省東北農業試験場 主任研究員
第4回国際イネ遺伝学シンポジ
ウム

フィリピン

12 鬼村 謙二郎 山口大学工学部応用化学工学 助手 2000環太平洋国際化学会議 アメリカ
12 北中 純一 兵庫医科大学 薬理学講座 講師 第30回米国神経科学会議 アメリカ

12 杉森 大助
福井工業高等専門学校 物質
工学科

講師 2000環太平洋国際化学会議 アメリカ

12 田中 正彦
藤田保健衛生大学 総合医科
学研究所

講師 第30回米国神経科学会議 アメリカ

12 中尾 篤人
順天堂大学医学部アトピー疾
患研究センター

助手 国際アレルギー臨床免疫学会 オーストラリア

12 中津 史
千葉大学大学院医学研究科遺
伝子制御学

大学院生
第40回アメリカ細胞生物学会
年会

アメリカ

11 青野 真也
京都大学大学院理学研究科生
物科学専攻

学生
ゴードンリサーチカンファレ
ンス「細胞の接触と接着」

アメリカ

11 岡田 尚巳 公立能登総合病院 脳神経外 医長 米国遺伝子治療学会総会 アメリカ
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11 桂 敏也
京都大学医学部附属病院薬剤
部

助手
膜輸送体：薬物輸送と薬物標
的化における新展望に関する

スイス

11 喜田 聡
東京農業大学応用生物科学部
バイオサイエンス学科

講師
コールドスプリングハーバー
研究所ミーティング「記憶と

アメリカ

11 倉石 武
東京大学大学院農学生命科学
研究科

大学院生 繁殖学会 アメリカ

11 澤 進一郎 東京都立大学理学部生物学科 助手 第10回シロイヌナズナ国際会 オーストラリア

11 清水健太郎
京都大学 大学院 理学研究科
植物

大学院生 花粉と柱頭の相互作用  イギリス

11 白土 明子 金沢大学薬学部 講師
コールドスプリングハーバー
ミーティング(プログラム細胞
死)

アメリカ

11 外山 博英 山口大学農学部 文部教官助手
キノンおよびアミノ酸関連補
酵素に関するゴードン会議

アメリカ

11 竹内 純
国立奈良先端科学技術大学院
大学バイオサイエンス研究科

日本学術振興会
特別研究員(DC2)

初期脊椎動物進化学学会-古生
物学、系統学、発生学

イギリス

11 寺田 聡 福井大学工学部生物応用化学 助手  ヨーロッパ動物細胞工学会 スイス

11 中井 彰 京都大学再生医科学研究所 助手
コールドスプリングハーバー
ミーティング

アメリカ

11 中野賢太郎 東京大学大学院総合文化研究 助手 第1回分裂酵母国際会議 イギリス
11 西山 泰弘 成蹊大学工学部工業化学科 助教授 第6回国際アミノ酸会議 ドイツ

11 古川 功治
東京理科大学 生命科学研究
所

助手
蛋白質学会第3回ヨーロッパシ
ンポジウム

ドイツ

11 増田 建 東京工業大学生命理工学部 助手
光合成生物におけるテトラピ
ロール光受容体

イタリア

11 松本 哲
久留米大学分子生命科学研究
所

大学院生
コールドスプリングハーバー
ミーティング

アメリカ

11 水口 裕之
国立医薬品食品衛生研究所生
物薬品部

研究員 第2回アメリカ遺伝子治療学会 アメリカ

11 山本登志子
徳島大学 医学部解剖学第一
講座

助手

癌､炎症､および関連疾患にお
けるエイコサノイドおよびそ
の他の生理活性脂質に関する
第6回国際会議

アメリカ
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11 山本 圭
徳島大学医学部   生化学講
座

助手

癌､炎症､および関連疾患にお
けるエイコサノイドおよびそ
の他の生理活性脂質に関する
第6回国際会議

アメリカ

11 山本眞由美 岐阜大学医学部 助手 米国内分泌学会第81回年次総 アメリカ

11 石神 健
東京大学大学院農学生命科学
研究科

助手
第１回ケミカルエコロジー・
アジア太平洋会議

中国

11 上野 照子
富山医科薬科大学医学部第２
生理学

助手 第29回米国神経科学会 アメリカ

11 大里 元美 京都大学ウイルス研究所 助手 第41回アメリカ血液学会 アメリカ

11 木岡 紀幸 京都大学 大学院農学研究科 助手
キーストンシンポジウム「イ
ンテグリンと増殖因子による
シグナル伝達の制御」

アメリカ

11 菊地 和也
東京大学大学院薬学系研究科 
薬品代謝化学教室

助手 第44回米国生物物理学会年会 アメリカ

11 佐藤 勝重
東京医科歯科大学医学部 生
理学第二講座

助手 第29回米国神経科学会 アメリカ

11 下村 淳子 新潟大学歯学部 大学院生 第21回米国骨代謝学会 アメリカ

11 武内 章英
国立療養所中部病院 長寿医
療研究センター

リサーチレジデ
ント

第29回米国神経科学会 アメリカ

11 堀 麻希 広島大学理学部生物科学科 助手 アメリカ細胞生物学会第39回 アメリカ

11 松尾 洋孝
国立療養所 久里浜病院 臨床
研究部

非常勤研究員 第29回米国神経科学会 アメリカ

11 松山 善次郎
岡崎国立共同研究機構 生理
学研究所

リサーチアソシ
エイト

第29回米国神経科学会 アメリカ

10 稲葉一男 東北大学 理学部 助教授 第8回国際精子シンポジウム カナダ

10 海老沼浩利 慶応義塾大学 医学部 助手
米国肝臓病学会(米国消化器病
週間)

アメリカ

10 岡本完 財団法人  エイズ予防財団
リサーチレジデ
ント

コールドスプリングハーバー
研究所　レトロウイルス学会

アメリカ

10 小川 佳宏 京都大学 大学院医学研究科 助手 第17回国際高血圧学会 オランダ
10 奥宮清人 高知医科大学 医学部 助手 消化管ホルモン国際学会 アメリカ

10 川上泰彦 川崎医科大学 医学部 助手
第6回四肢の発生と再生に関す
る国際会議

アメリカ

10 北川裕之 神戸薬科大学 薬学部 講師
プロテオグリカンに関する
ゴードン会議

アメリカ
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10 粂 和彦 東京大学 大学院 医学系研究 助手 北米生化学･分子生物学会 アメリカ

10 古賀まり 久留米大学 医学部 助手
国際サテライトシンポジウム
(甲状腺眼症の進展)

ギリシャ

10 小島京子 お茶の水女子大学 理学部 助手 第19回国際糖質シンポジウム アメリカ

10 小林麻己人 筑波大学 基礎医学系 講師
コールドスプリングハーバー
会議(ゼブラフィッシュの発生
学と遺伝学)

アメリカ

10 高橋美佐 広島大学 理学部 助手 第11回国際光合成会議 ハンガリー

10 田辺真佐子 京都大学 再生医科学研究所 研修員
コールドスプリングハーバー
会議(分子シャペロンと熟
ショック応答)

アメリカ

10 鳥越秀峰
理化学研究所  ライフサイエ
ンス筑波センター

研究員
第13回ヌクレオシド､ヌクレオ
チドおよびそれらの生物学的
応用に関する国際円卓会議

フランス

10 原田直明 福岡大学  医学部 助手 第14回国際線溶学会 スロベニア

10 東出忠桐
農林水産省 野菜・茶業試験
場

研究員 第25回国際園芸学会議 ベルギー

10 福田公子
東京都立大 大学院理学系研
究科

助手
ゴードンサーチカンファレン
ス(筋形成)

アメリカ

10 堀江俊治 千葉大学 薬学部 講師

①第3回国際実験消化性潰瘍シ
ンポジウム(国際薬理学サテラ
イトシンポジウム)、②第13回
国際薬理学会

①ハンガリー、
②ドイツ

10 桝渕泰宏 千葉大学 薬学部 講師
第12回　ミクロゾ-ムと薬物酸
化に関する国際シンポジウム

フランス

10 安田二郎 東京大学 医科学研究所 助手
コールドスプリングハーバー
研究所　レトロウイルス会議

アメリカ

10 山本真紀 関西女子短期大学 保健科 助教授
国際コムギ遺伝学シンポジウ
ム

カナダ

10 吉田 理 慶応義塾大学 医学部 助手 第80回アメリカ内分泌学会 アメリカ
10 市来俊弘 九州大学 医学部循環器内科 研究員 第71回アメリカ心臓病学会 アメリカ

10 木島暁子
新潟大学  大学院自然科学研
究科

学生
①第7回植物および動物ゲノム
会議②1999年生物医学分野に
おける光学国際シンポジウム

アメリカ
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10 北田徹 順天堂大学 大学院医学研究 大学院生 全米神経学協会総会 カナダ

10 小西靖之
(財）テクノポリス函館技術
振興協会工業技術センター

主任
第48回カナダ化学工学国際会
議

カナダ

10 鹿沼隆宏 農林水産省 野菜･茶業試験場 研究員 農業工学に関する国際会議 タイ

10 柴田典人
姫路工業大学 大学院理学研
究科生命科学専攻

大学院生
コールドスプリングハーバー
研究所1998年ミーティング
「配偶子形成」

アメリカ

10 中丸映子
東京大学 医学部生物医化学
教室

助手
第9回国際 トリプトファン研
究会議

ドイツ

10 松岡康治
日本学術振興会・京都薬科大
学

特別研究員、研
究員

第28回米国神経科学学会 アメリカ

10 籾山明子
長崎大学医学部生理学第二講
座

研究員、さきが
け21研究員

第28回米国神経科学学会 アメリカ

10 山口昌樹 東京農工大学 工学部 助手
米国電気電子学会医学・生物
学部門第20回記念国際会議

中国

10 李巍 北里大学 薬学部 大学院生 第21回lUPAC天然物討論会 中国

9 赤澤 智宏
国立精神・神経ｾﾝﾀｰ神経研究
所

室長
ゴードンリサーチカンファレ
ンス｢神経栄養因子｣

アメリカ

9 石井 伊都子 千葉大学 薬学部 助手 国際冠動脈疾患学会 アメリカ
9 金森 審子 理化学研究所 研究員 国際複合糖質学シンポジウム スイス
9 小西 宏育 東京大学大学院 医学系研究 医員、大学院生 癌発生生物医学国際学会 スイス
9 信濃 卓郎 北海道大学農学部 助手 アメリカ植物生理学会 カナダ
9 鈴木 匡 東京大学大学院 理学系研究 特別研究員 国際複合糖質シンポジウム スイス

9 関本 弘之
東京大学大学院 総合文化研
究科

助手 国際藻類学会 オランダ

9 高木 博 信州大学 医学部 講師 東アジア生物物理シンポジウ 中国
9 田口 英樹 東京工業大学 資源化学研究 助手 国際生化学･分子生物学会 アメリカ
9 樽谷 勝仁 大阪大学 医学部 研究生 世界皮膚科学会 オーストラリア
9 塚谷 裕一 東京大学分子細胞生物学研究 助手 国際植物分子生物学会 シンガポール
9 長井 敏 兵庫県但馬水産事務所 研究員 有害藻類国際会議 スペイン
9 西川 光一 群馬大学 医学部 非常勤医員 麻酔分子細胞メカニズム国際 カナダ
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9 野路 征昭 千葉大学 薬学部 助手 国際植物分子生物学会 シンガポール

9 土生 芳樹
岡崎国立共同研究機構 基礎
生物学研究所

助手 国際植物分子生物学会 シンガポール

9 原 英二 京都府立医科大学 講師 癌遺伝子と増殖制御 アメリカ
9 平潟 洋一 長崎大学 医学部 講師 米国微生物学会総会 アメリカ

9 増田 誠司 京都大学大学院 農学研究科 助手

国際リューベック会議-エリス
ロポエチンならびに他の造血
因子における病態生理学およ
び薬理学に関する会議-

ドイツ

9 宮本 裕史 近畿大学 生物理工学部 助手
国際マリンバイオテクノロ
ジー会議

イタリア

9 村山 尚 順天堂大学 医学部 講師
ゴードンリサーチカンファレ
ンス｢筋肉｣

アメリカ

9 山崎 鶴夫 山形大学 医学部 助手 国際血栓止血学会 イタリア
9 横田 秀夫 (財)神奈川科学技術アカデ 研究員 顕微鏡と微小分析 アメリカ
9 池内 健 新潟大学脳研究所 大学院生 アメリカヒ卜人類遺伝学会 アメリカ

9 中原 寛和 大阪大学 歯学部 医員
コーードンリサーチ　カン
ファレンス

アメリカ

9 新田 淳美 岐阜薬科大学 助手 北米神経科学学会 アメリカ

9 原田 公幸
国立精神・神経センター神経
研究所

研究生 北米神経科学学会 アメリカ

9 藤澤 和子 京都大学医学部 共同研究員 北米神経科学学会 アメリカ

9 松本 千穂
京都大学大学院 環境学研究
科

大学院生
国際SHRおよび心血管疾患遺伝
学に関するシンポジウム

カナダ

9 丸山 和佳子 国立療養所 中部病院 室長 北米神経科学学会 アメリカ
9 森 直樹 長崎大学 熱帯医学研究所 助手 米国血液学会 アメリカ
9 八木 淳一 杏林大学 医学部 助手 北米神経科学学会 アメリカ
8 今井　啓雄 京都大学大学院理学研究科 特別研究生 国際生物物理学会議 オランダ
8 岡野　俊行 東京大学大学院理学系研究所 助手 概日性の光受容とリズム調節 フランス

8 加藤　稔 立命館大学理工学部 講師
欧州高圧力研究グループ会
議：高圧バイオサイエンスお
よびバイオテクノロジー

ベルギー

8 加藤善一郎 岐阜大学医学部 大学院生
ムコ多糖類及び関連病におけ
る国際シンポジウム

オーストラリア
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8 北村　義浩 国立予防衛生研究所 主任研究官
コールドスプリングハーバー
(レトロウイルス学会)

アメリカ

8 駒場　慎一 早稲田大学理工学研究科
大学院生、特別
研究員

化学センサ国際会議 アメリカ

8 清水　美穂 昭和大学医学部 特別研究生
ゴードン研究会議：分子遺伝
学

アメリカ

8 周　誉 北里大学薬学部 大学院生
アジア太平洋植物組織培養学
会

中国

8 竹本　忠司 京都大学大学院理学研究科 大学院生

酸化的ストレスとレドックス
(酸化還元)調節：細胞のシグ
ナル伝達とエイズ、がん及び
その他の疾病

フランス

8 陳　声松 順天堂大学医学部 研究生 肝類洞壁細胞国際シンポジウ フランス

8 長崎　健 大阪市立大学工学部 助教授
分子認識及び包接現象に関す
る国際会議

フランス

8 中村　幸治 筑波大学生物科学系 講師 RNA学会年次大会 アメリカ

8 中山佳都夫 北海道大学薬学部 助手
ミクロゾームと薬物酸化の国
際シンポジウム

アメリカ

8 羽生賀津子 筑波大学生物科学研究科 大学院生

正常細胞および形質転換細胞
におけるカルシウム結合タン
パク質に関するヨーロッパシ
ンポジウム

イタリア

8 藤田　敏彦 国立科学博物館動物研究部 研究官 国際棘皮動物学会議 アメリカ

8 水野　雅晴 九州大学医学部 大学院生
国際霊長類学会、アメリカ霊
長類学会

アメリカ

8 森　晶夫 東京大学医学部 医員 国際アレルギーシンポジウム オーストリア
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8 森下　竜一 大阪大学医学部 研究生 国際高血圧学会 イギリス

8 八十島安伸 大阪大学人間科学部 助手 ゴードン研究会議 アメリカ

8 由良　敬 名古屋大学大学院理学研究科 助手 国際生物物理学会議 オランダ

8 米田　敦子 お茶の水大学人間文化研究科 大学院生 国際糖質シンポジウム イタリア

8 上田　宏 東京大学大学院工学系研究科 助手
国際生物発光化学発光シンポ
ジウム

アメリカ

8 木村　昌由美
東京医科歯科大学医用器材研
究所

助手
国際神経免疫調節学会世界大
会

アメリカ

8 中村　克樹 京都大学霊長類研究所 助手
アジア･オセアニア神経科学会
議&国際脳研究機構地域会議

タイ

8 西田　教行 長崎大学医学部 大学院生 米国神経科学学会 アメリカ

8 西宗　裕史
大阪工業技術研究所有機機能
材料部

特別研究員 米国神経科学学会 アメリカ

8 長谷川　健 神戸薬科大学薬学部 助手 ピッツバーグ討論会 アメリカ

8 三谷　絹子 東京大学医学部内科 助手 米国血液学会 アメリカ
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8 依田　清胤 石巻専修大学理工学部 助手
アメリカ-欧州地域木材解剖学
会議

イギリス

8 米田　智子 千葉大学文学部 特別研究員
日米音響学会ジョイントミー
ティング

アメリカ

7 尹　基石
東京大学大学院応用生命工学
専攻

大学院生 C1微生物国際シンポジウム アメリカ

7 宇津木孝彦 東京大学大学院理学系研究科 大学院生
コールドスプリングハーバー
(酵母細胞生物学)

アメリカ

7 王　宝礼 北海道大学歯学部予防歯科学 助手 国際歯科研究学会総会 シンガポール

7 大羽　玲子
(財）三菱化学生命化学研究
所

特別研究員
コールドスプリングハーバー
(Eukaryotic DNA 
Replication)

アメリカ

7 田賀　哲也
大阪大学細胞生体工学セン
ター

助手
欧州分子生物学研究所学術会
議(マウス分子遺伝学)

ドイツ

7 久米　努
東京大学分子細胞生物学研究
所

大学院生
国際ワークショップ(脊椎動物
発生の遺伝子による遺伝子制
御)

ギリシャ

7 古久保哲朗 奈良先端科学技術大学院大学 助教授
コールドスプリングハーバー
(ガン細胞)

アメリカ
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7 張　秋梅 京都大学大学院理学研究科 助手 国際放射線研究会議 ドイツ

7 徳永　文稔 愛媛工業大学理学部 助手 国際血栓止血学会 イスラエル

7 戸嶋　一敦
慶応義塾大学理工学部応用化
学科

専任講師
NATOワークショップ(DNA切断
物質とガンおよびウイルス病
の化学療法)

フランス

7 中井　正人 名古屋大学理学部化学科 助手 国際光合成会議 フランス

7 中村　幸治 筑波大学生物科学系 講師
コールドスプリングハーバー
(RNAプロセシング)

アメリカ

7 永山　雄二 長崎大学医学部第一薬理 助手 国際甲状腺学会 カナダ

7 丹羽　康夫 静岡県立大学食品栄養科学部 助手 シロイヌナズナ国際会議 アメリカ

7 藤井　穂高 東京大学医学部免疫学教室 大学院生 国際免疫学会 アメリカ

7 二木　史朗
徳島大学薬学部附属医療資源
教育研究センター

助教授
アメリカペプチドシンポジウ
ム

アメリカ

7 堀　沢子 東京工業大学生命理工学部 大学院生 国際無脊椎動物生殖学会議 アメリカ
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7 松田　孝彦 東京大学教育学部 大学院生
米国実験生物学連合夏期研究
会議(蛋白質の脂質修飾)

アメリカ

7 森下　竜一 大阪大学医学部老年病講座 研究生 ゴードン(アンジオテンシン) イタリア

7 上田　健治
秋田県立農業短期大学附属生
物工学研究所

助手 国際植物生殖学会 オーストラリア

7 甲斐　広文 熊本大学薬学部 助手 米国細胞生物学会 アメリカ

7 砂塚　敏明 北里大学薬学部 講師 環太平洋国際化学会議 アメリカ

7 田中　光一
国立精神・神経センター神経
研究科

室長 北米神経科学学会 アメリカ

7 洪　淳寛 東京大学大学院農学系研究科 大学院生 国際イネ遺伝学シンポジウム フィリピン

7 吉岡　和晃
東京農工大学工学部生命工学
科

大学院生 環太平洋国際化学会議 ハワイ

7 若林　毅俊 大阪大学大学院医学研究科 大学院生 北米神経科学学会 アメリカ

6 五十嵐和彦 東北大学医学部 助手 へモグロビンスィチング会議 アメリカ
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6 石川　和信 山形大学医学部 助手 ゴードン会議 アメリカ

6 遠藤　仁司 自治医科大学医学部 講師 RNAプロセシング学会 アメリカ

6 小川　佳宏 京都大学医学部
日学振興特別研
究員

実験生物学 アメリカ

6 北島　健 東京大学大学院理学系研究科 助手 国際糖質シンポジウム カナダ
6 北村　大介 九州大学生体防衛医学研究所 助手 ヨーロッパ免疫学会 スペイン
6 桑木　共之 東京大学医学部（理学部卒 助手 第12回国際薬理学会 カナダ

6 後藤由季子 京都大学ウイルス研究所 助手
第2回日英セルサイクルワーク
ショップ、増殖因子細胞内シ
グナル伝達会議

イギリス、アメ
リカ

6 酒井　康行 東京大学生産技術研究所 助手
ヨーロッパ動物細胞工学会/日
本動物細胞工学会 合同大会

オランダ

6 鈴木　哲朗 国立予防衛生研究所 研究員
C型肝炎ウイルス及び関連ウイ
ルスの国際集会

アメリカ

6 砂塚　敏明 北里大学薬学部 専任講師
第4回国際抗生物質関連合成シ
ンポジウム

アメリカ

6 田口　精一 東京理科大学基礎工学部 助手 国際放線菌学会 ロシア

6 千葉　靖典 東北大学農学部
日学振興特別研
究員

国際炭水化物シンポジウム カナダ

6 中福　雅人 北陸先端科学技術大学院大学 助手 ゴードンカンファレンス アメリカ

6 村上　洋太 京都大学ウイルス研究所 助教授
コールドスプリングハーバ一
会議｢細胞周期」

アメリカ

6 村山　尚 順天堂大学医学部 助手 コ'-ドン会議｢筋肉｣ アメリカ

6 湯浅　高志
名古屋大学生物分子応答研究
センター

大学院研究生
ゴードンカンファレンス「植
物の耐塩性」

アメリカ

6 足立　典隆
横浜市立大学木原生物学研究
所

助手
治療におけるDNAトポイソメ
ラーゼに関する会議

アメリカ

6 阿部　英幸 農林水産省食品総合研究所 研究員 日米天然物資源会議タンパク ハワイ
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6 加藤　伸郎
京都大学医学部認知行動脳科
学講座

助教授
シグナル伝達機構に関する
ワークショップ

イタリア

6 見学美根子 東京大学医学部脳研究施設
大学院生、日学
振興特別研究員

米国神経科学学会 アメリカ

6 小林　裕明
九州大学医学部婦人科学産科
学教室

助手 米国癌会議 カナダ

6 関根　靖彦 東京大学分子細胞生物学研 助手
部位特異的組換え及び転移に
関するワークショップ

アメリカ

6 道川　誠
東京医科歯科大学医学部神経
内科

医員 米国神経科学学会 アメリカ

5 安倍　博 北海道大学医学部生理学 助手
第6回ヨーロッパ松果体学会コ
ロキウム

デンマーク

5 岡ノ谷一夫
農林省農業研究センター鳥害
研究室

科学技術特別研
究員

米国動物行動学会第30回年次
集会

アメリカ

5 菅野　仁 (財）沖中記念成人病研究所 専任研究員 ゴードン研究会議 アメリカ
5 木越　英夫 名古屋大学理学部 助手 ゴードン研究会議 アメリカ

5 木村昌由美
東京医科歯科大学医用器材研
究所

助手 第7回北米睡眠学会 アメリカ

5 桑原　淳 京都大学化学研究所 助手 第6回国際生物無機化学会議 アメリカ

5 重本　隆一 京都大学医学部高次脳形態学 助手
第14回国際神経化学会 サテラ
イトシンポジウム

フランス

5 鈴木　信弘
秋田県立農業短期大学附属生
物工学研究所

講師 第9回国際ウイルス学会 イギリス

5 中里　雅光 宮崎医科大学医学部 助手
第7回国際アミロイドーシスシ
ンポジウム

カナダ

5 中村　幸治 筑波大学生物化学系 講師 第7回国際枯草菌学会 フランス

5 花園　豊 東京大学医学部第三内科 医員
造血の分子生物学第8回シンポ
ジウム

スイス

5 福原　敏行 東京農工大学一般教育部 助手
第3回アミノ酸、ペプチドおよ
びその類似化合物の国際会議

オーストリア

5 松井　太衛
藤田保健衛生大学総合医科学
研究所

助手
第12回複合糖質国際シンポジ
ウム

ポーランド

5 横川　隆志
東京工業大学生命理工学部生
体機構学科

助手
第15回国際tRNAワークショッ
プ

フランス

5 五十嵐道弘 群馬大学医学部 助手 第23回北米神経科学学会 アメリカ

5 池淵　淳 鳥取大学医学部法医学教室 講師
第3回アルツハイマ一･パーキ
ンソン病国際会議

アメリカ
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5 小鹿　一 名古屋大学理学部 助手 1994海洋天然物ゴードン研究 アメリカ
5 後藤　雄一 国立精神・神経センター 医長 米国人類遺伝学会1993 アメリカ
5 佐藤　吉彦 信州大学医学部 大学院生 第1回国際膵ラ氏島学会 スペイン

5 田畑　泰彦
京都大学生体医療工学研究セ
ンタ-

助手
ドラッグデリバリーシステム
に関する第2回日米シンポジウ

アメリカ

5 中山　和久 筑波大学生物科学系 講師
ジャック･モノ一会議(細胞制
御におけるタンパク質プロセ
シング機構

5 横倉　隆和 早稲田大学大学院理工学研究 大学院生 ショウジョウバエの神経生物 アメリカ

4 梅田　正明 東京大学応用微生物研究所 助手
ゴードン研究会議(植物分子生
物学)

アメリカ

4 大内　淑代 岡山大学医学部眼科 助手 第10回　国際眼研究会議 イタリア

4 兼松　隆 九州大学歯学部生化学教室 大学院生
第8回セカンドメッセンジャー
とリン酸化蛋白に関する国際

イギリス

4 川向　誠 島根大学農学部 助教授
コールドスプリングハーバー
ミィティング　細菌とファー
ジの分子遺伝学

アメリカ

4 北川　元夫 大阪大学細胞生体工学セン 特別研究員 国際インターフェロン学会年 カナダ
4 木山　博資 大阪大学医学部解剖学第二講 助教授 中華人民共和国神経解剖学会 中国

4 越村　邦夫 京都大学医学部薬理学教室 助手
第7回国際カテコールアミンシ
ンポジウム

オランダ

4 砂塚　敏明
北里研究所附属生物機能研究
所

研究員
第12回国際メディシナルケミ
ストリーシンポジウム

スイス

4 立花　章 京都大学医学部分子腫瘍学 助手 ゴードン研究会議　突然変異 アメリカ
4 寺田　典生 東京医科歯科大学第二内科 医師 日独高血圧カンファレンス ドイツ

4 仲下　英雄 東京大学応用微生物研究所 大学院生
第18回IUPAC国際天然物化学シ
ンポジウム

スペイン

4 中根　英雄 愛知県がんセンター研究所 技師 第204回　アメリカ化学会大会 アメリカ

4 林　琢磨
国立がんセンター研究所ウイ
ルス部

外来研究員
コールドスプリングハーバー 
RNA腫瘍ウイルスミーティング

アメリカ

4 原田　哲夫 大阪市立大学医学部生物学 大学院生 第19回　国際昆虫学会議 中国

4 深瀬　浩一 大阪大学医学部 助手
第16回　国際炭水化物シンポ
ジウム

フランス

4 細谷　浩史
東京都臨床医学総合研究所超
微形態研究部門

研究員
アクチン92　ゴードン会議サ
テライトシンポジウム

アメリカ

4 堀内　桂輔 大分医科大学生理学 助教授 第4回筋収縮研究国際会議 イタリア
4 柳　明 石巻専修大学理工学部 助手 第3回アジア繊毛虫ミーティン 中国



加藤記念国際交流助成実績 第1回(平成元年度)から
第29回(平成29年度)下期まで

- 51 -

助成回 氏名 所属 職名 学会名 国

4 渡邉　寛人 東京大学農学部農芸化学科
大学院生・特別
研究員

ゴードン会議　植物分子生物
学部会

アメリカ

4 朽津　和幸
農業生物資源研究所細胞生理
研究室

研究員
キーストン分子細胞生物学シ
ンポジウム　植物の細胞外マ
トリックスの分子･細胞･発生

アメリカ

4 久布白兼行 川崎市立川崎病院産婦人科学 副医長
第8回癌の発見と予防に関する
国際シンポジウム

フランス

4 関野　祐子
東京都神経科学総合研究所神
経生化学

流動研究員 第2 2回米国神経科学会議 アメリカ

4 高田　昌彦
京都大学医学部高次脳形態学
講座

講師 第4回国際大脳基底核学会 フランス

4 畠山　和幸 大阪医科大学医学部医化学 助手
第10回国際プテリジンと葉酸
の化学と生物学シンポジウム

フランス

4 馬場　嘉信 神戸女子薬科大学 講師
第5回高性能キャピラリー電気
泳動国際シンポジウム

アメリカ

4 山本　亘彦 京都府立医科大学第二生理学 講師 第2 2回米国神経科学会議 アメリカ
3 上野　修一 愛媛大学医学部附属病院 助手 国際神経化学会 オーストラリア

3 金森　審子 東京大学理学部 特別研究員
第11回　国際複合糖質シンポ
ジウム

カナダ

3 倉橋　隆
岡崎国立共同研究機構生理学
研究所

助手 日英合同生理学会 イギリス

3 庄司　隆行 北海道大学大学院薬理研究科 大学院生
脊椎動物における化学シグナ
ル:爬虫類の化学感覚

アメリカ

3 高橋伸一郎
東京大学農学部農芸化学科栄
養化学教室

助教授
小児内分泌学についてのVan 
Wyk　シンポジウム

アメリカ

3 平野　丈夫 群馬大学医学部 講師 第3回　IBRO世界神経科学会議 カナダ
3 福澤　秀哉 京都大学農学部農芸化学教室 助手 CO2 ､ HCO3- ､ H+と炭酸脱水 ドイツ

3 三浦　健 三重大学医学部 助手
第5回　幼若ホルモン国際シン
ポジウム

フランス

3 一瀬　宏
藤田保健衛生大学総合医科学
研究所分子遺伝学

助手
第5回プテリジン､関連生体ア
ミンおよび葉酸についての国

オーストラリア

3 江崎　太一 熊本大学医学部 助手 第13回　国際リンパ学会 パリ
3 楠　真琴 日本大学医学部 助手 北米神経科学学会大会 アメリカ

3 澤山　茂樹 通産省工業技術院 研究職
第5回海産有毒プランクトン国
際会議

アメリカ

3 高田　昌彦
京都大学医学部高次脳形態学
講座

講師 北米神経科学学会大会 アメリカ
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3 山内　大輔 東京都立大学理学部 助手 第3回国際植物分子生物学会議 アメリカ

3 山本　一夫
東京大学薬学部生体異物免疫
化学教室

助手 第11回国際糖質シンポジウム カナダ

2 安達　喜文 京都大学医学部臨床検査医学 助手
第20回　ヨーロッパ生化学会
連合総会

ハンガリー

2 土肥多恵子
国立病院医療センター臨床研
究部生化学

研究医員 第15回　国際癌学会会議 ドイツ

2 豊島　陽子
お茶の水女子大学理学部生物
学

助手
ヨーロッパ分子生物学機構
ワークショップ　細胞運動タ
ンバク質のダイナミクス

イギリス

2 中里　雅光 宮崎医科大学第三内科 助手
第6回　国際アミロイドーシス　
シンポジウム

ノルウェー

2 橋本　隆 京都大学農学部 助手
国際植物組織培養学会(第7回
大会)

オランダ

2 山中　邦俊
熊本大学医学部附属遺伝子学
研究所

助手 第8回　国際ウイルス学会議 ドイツ

2 渡辺　秀典
東京大学農学部農芸化学有機
化学

助手 第7回　国際農業化学会議 ドイツ

2 石堂　一巳 順天堂大学医学部 助手
第8回　蛋白質分解に関する国
際会議

ドイツ

2 一ノ瀬充行 島根医科大学生理学 助手 北米神経科学会第20回年会 アメリカ
2 根本　尚夫 東北大学理学部 助手 中性子捕捉療法国際シンポジ オーストラリア

1 石野　知子 東京大学応用微生物研究所 研究員
11th lntern. Congress of 
Intern. Soc. Develop. Biol.

オランダ

1 大津　芳 聖マリアンナ医科大学医学部 助手 第11回　国際発生生物学会 オランダ

1 梶原　裕二
国立水俣病研究センター基礎
研究部病理室

研究員 第11回　国際発生生物学会 オランダ

1 千葉　滋 東京大学医学部第三内科 大学院生
第31回　Ann. Meeting Amer. 
Scc. Hematol.

アメリカ

1 登田　隆 京都大学理学部生物物理 助手
UCLAシンポジア　細胞増殖に
おける転写制御

アメリカ

1 中山　宏幸 鹿児島大学医学部付属病院 医員 第40回アメリカ肝臓病会議 アメリカ
1 長山　俊樹 北海道大学理学部動物学教室 助手 第2回神経行動学国際会議 ドイツ

1 西方　敬人 京都大学理学部動物学教室
日・学振特別研
究員

第11回　国際発生生物学会 オランダ
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1 浜本　敏郎 自治医科大学医学部 講師
IEFE Engineering in 
Medicine & Biol. Soc. 11th 
Ann. Intern. Confer.

アメリカ

1 人見　清隆 名古屋大学農学部農芸化学科
日・学振特別研
究員

国際実験血液学会 パリ
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