
生物リズム夏の学校　
千葉・東大検見川セミナーハウス
2010 年 8月 7日（土）8日（日）
講師：柴田重信（早大）   八木田和弘（阪大）    堀川一樹（北大）   井澤毅（農業生物資源研究所）
　　　塩見美喜子（慶大）    蔵本由紀（京大）    三島和夫 ( 国立精神・神経センター )

■ホームページ  http://ap-www.cf.ocha.ac.jp/hito/summerschool 
■後援：日本時間生物学会、日本睡眠学会
世話人：西出真也（北大）伊藤浩史（お茶大）小川雪乃（慶大）小野ひろ子（名大）中道範人（理研）吉種光（東大）　　　　　　　　　　

背景：Circadian Oscillations in Rodents: A Systematic Increase of Their Frequency with Age. 
 CS. Pittendrigh & S. Daan Science!186!(1974)"!ポスター協力 : 井上恵美子 ( 早大 )



検見川セミナーハウスへの行き方
検見川セミナーハウスは千葉県の西側にあり、東京都心からそう遠くありません。
まず羽田空港、もしくは東京駅を目指し、そこからJR総武線の新検見川駅を目指します。
羽田空港から新検見川駅まで
電車でおよそ1時間10分程度で着きます。
羽田空港→→(京急空港線急行)→→品川→→(ＪＲ総武線快速)→→津田沼→→(ＪＲ総武線)→→新検見川
東京駅から新検見川駅まで
電車でおよそ45分程度で着きます。
東京駅→→(ＪＲ総武線快速)→→津田沼→→(ＪＲ総武線)→→新検見川
新検見川駅の北側にセミナーハウスはあります。駅は北口か西口から外に出ます。徒歩で15分程度の距
離で近いのですが、途中にある住宅街は目立つランドマークがなく迷ってしまうかもしれません。以下
の地図をご利用ください。
セミナーハウス（検見川運動場受付）：04-3273-8669
緊急連絡先：090-8470-1909（中道）、090-1798-9037（伊藤）

検見川セミナー
ハウス



注意事項
- 検見川のセミナーハウスにはアメニティグッズがいっさい用意されていません。 宿泊される方は歯ブラシ、寝
間着、タオル、シャンプー、石けん等の日用品を持ってくることをおすすめします。

- 部屋での飲酒・喫煙は禁止です。

- 宿泊施設をチェックアウトする際には部屋を掃除することとなっていますので、ご協力お願い致します。また、
使用済みの敷き布団シーツ・枕カバーは廊下に出しておいてください。             

- 入浴は 17:15~19:00の時間帯のみ利用可能ですので、この時間内に必ず済ませるようにして下さい。なお、
シャワーの数に限りがあるので、譲り合って使用して下さい。

- 会場には駐車場がありますが、使用許可がない為、公共交通機関によりお越し下さい。

- セミナーハウスは民家のすぐそばにある施設のため、夜間に騒音を出さないよう、ご協力よろしくお願いしま
す。特に、和室１と食堂以外での飲食および立ち話はお控えください。

　　

グループディスカッションメンバー   (A-J:1回目、I-X:2回目、色のついた方は議長です。)
I II III IV V VI VII VIII IX X

A 郡 宏 杉山 康憲 久保　葉子 北山 陽子 吉竹 良洋 久保田 佐綾 山田 智之 梅谷 実樹 尾関 晃

B 辻野 薫里  秋山 修志 佐野 あかね 佐上 彩 北村 真吾 櫛笥 博子 布施 悠太 ハミルトン 
クレイグ 鈴木 孝洋

C 布川 莉奈 原 弥生 南 陽一 今井 早希 高井 直樹 新村 毅 中村 篤史 山田 佐知 長浜 敬樹

D 櫻井 大督 梅崎 勇次郎 中根 右介  小林 徹也 佐塚 直也 今村 聖路 三國 新太郎 山本 和俊 畠山 哲央

E 平尾 彰子 平野 有沙 中島 伸吾 石田 快  明石 真 渡邉 俊之 佐藤 美穂 小木曽 映里 藤井 かおり

F 藤崎 潤 田原 優 板垣 智之 小林 大起 浅川 剛 小野 ひろ子 伊藤 浩史 齊藤 大樹 志村 哲祥

G 瓜生 央大 千葉 康 大塚 槙子 大川(西脇）妙子 久保 達彦 ズ ゴク ヒエン 小川 雪乃 横井 佐代子

H 篠原 恭介 池上 啓介 服部 佑哉 細川 徳宗 城 真範 苅郷 友美 升本 宏平  西出 真也 原 千尋

I 小田 篤 義平 真規 新井 菜津美 小野 大輔 和田 達典 小木野 瑞奈 本多 久楽々 村中 智明  吉種 光

J 粕谷 悦子 村山 依子 森野　佳生 泉 はるか 森島　剛 亀山 晃世 広瀬 健太郎 前川 知子  中道 範人



８月７日

12:00~ レジストレーション(受付) 玄関

12:45~13:00 はじめに セミナー室A

13:00~14:15 時間生物学講義 特論I　「リズムを生み出す分子時計」
柴田重信　（早稲田大学先進理工学部、電気・情報生命工学科） セミナー室A

14:30~15:30 「私のキセキ」
八木田和弘　（大阪大学大学院医学系研究科） セミナー室A

15:45~17:15 第一回グループディスカッション 食堂

17:15~19:00 チェックイン＆お風呂

19:00~20:00 夕食＆懇談会 食堂

20:00~21:30 第二回グループディスカッション 食堂

21:30~23:00 懇親会 食堂

23:00~ 深夜の親睦会 和室1*1

８月８日

08:00~09:00 朝食 食堂

09:00~09:30 チェックアウト

09:45~10:15
講演 A 「体節時計の同調現象、粘菌が示す興奮場」
堀川一樹　（北海道大学電子科学研究所ニコンイメージングセン
ター）

セミナー室A

10:30~11:00 講演 B 「光周性反応と限界日長認識」
井澤毅 (農業生物資源研究所) セミナー室A

11:15~11:45 講演 C 「小さいRNAによる遺伝子発現の制御機構」
塩見美喜子 (慶応義塾大学医学部分子生物学教室) セミナー室A

12:00~13:00 昼食 食堂

13:00~14:30 時間生物学講義 特論II「リズムと同期の理論をつくる」
蔵本由紀 (京都大学数理学研究所) セミナー室A

14:45~16:15
時間生物学講義 特論III「研究成果を臨床に展開する」
三島和夫 (国立精神・神経医療研究センター、精神保健研究所、
精神生理研究部)

セミナー室A

16:15~16:30 おわりに
集合写真撮影

プログラム

*1 収容人数に限りがあるのでご協力ください。

http://www.waseda.jp/sem-shibatas/index.html
http://www.waseda.jp/sem-shibatas/index.html
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901043944558542
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901043944558542
http://nano.es.hokudai.ac.jp/member.html#HR1
http://nano.es.hokudai.ac.jp/member.html#HR1
http://scienceportal.jp/HotTopics/opinion/77.html
http://scienceportal.jp/HotTopics/opinion/77.html
http://web.sc.itc.keio.ac.jp/dmb/sindex.html
http://web.sc.itc.keio.ac.jp/dmb/sindex.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E6%9C%AC%E7%94%B1%E7%B4%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E6%9C%AC%E7%94%B1%E7%B4%80
http://www.ncnp.go.jp/nimh/division/seiri.html
http://www.ncnp.go.jp/nimh/division/seiri.html
http://ap-www.cf.ocha.ac.jp/hito/summerschool/index.php?%A5%D7%A5%ED%A5%B0%A5%E9%A5%E0#notetext_1
http://ap-www.cf.ocha.ac.jp/hito/summerschool/index.php?%A5%D7%A5%ED%A5%B0%A5%E9%A5%E0#notetext_1


シバタ　シゲノブ

柴田重信
早稲田大学先進理工学部、電気・情報生命工学科

リズムを生み出す分子時計

講演内容
　 １９９７年に哺乳動物の最初の時計遺伝子Clockがクローニングされて以来、時計発振機構や同調
機構の分子メカニズムが解明されてきた。前半では体内時計の基本的性質・分子基盤について説明す
る。後半では体内時計の研究が、健康科学や医療に如何に関わるかについても、「時間薬理学」や、
「時間栄養学」の観点から、現在ホットな話題を提供したい。

 略歴

1981年3月　　九州大学薬学研究科　博士課程　
1981年4月　　日本学術振興会　奨励研究員
1982年1月　　九州大学薬学部助手
1995年1月　　九州大学薬学部助教授（薬理学）
1996年4月　　早稲田大学人間科学部、教授
2003年4月　　早稲田大学理工学部、電気・情報生命工学科、教授
2006年4月　　早稲田大学先進理工学部、電気・情報生命工学科、教授
2009年4月から　東京農工大、客員教授　（併任）

参考文献 
(1) Shibata S, Tahara Y, Hirao A. (2010) The adjustment and manipulation of biological 
rhythms by light, nutrition, and abused drugs. Adv Drug Deliv Rev. Jun 23. review

(2)Shibata S, Hirao A, Tahara Yu. (2010) Restricted feeding-induced entrainment of 
activity rhythm and peripheral clock rhythm , Sleep and Biological Rhythms, 8, 18-27, 
review

(3) Mistlberger RE, Buijs RM, Challet E, Escobar C, Landry GJ, Kalsbeek A, Pevet P, 
Shibata S. (2009)　 Standards of evidence in chronobiology: critical review of a report 
that restoration of Bmal1 expression in the dorsomedial hypothalamus is sufficient to 
restore circadian food anticipatory rhythms in Bmal1-/- mice. J Circadian Rhythms. 7, 3. 
review 

(4) 柴田重信、時計遺伝子と食餌リズム37－54、「時間栄養学」編著、香川靖雄、女子栄養大学出
版部、2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20600408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20600408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20600408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20600408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19323828?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


ヤギタ　カズヒロ

八木田　和弘
大阪大学大学院医学系研究科、神経細胞生物学講座

「わたしのキセキ」

講演内容
　 科学者といえども人間であり、社会的な存在である。それゆえ不条理や理不尽にぶつかる人もいる
かもしれない。しかし、だからこそ、それを乗り越える喜びに科学的説明以上のものを感じる人も多
いのではないか。人間的な側面から、科学者として生きることを考えてみたい。

[この講演中には参加者の明石真さん(山口大学)との対談も予定されています。]

 略歴

　1995年　　 京都府立医科大学医学部医学科卒業
　2000年　　京都府立医科大学大学院医学研究科博士課程修了
　2000年　　神戸大学　助手　医学部　（岡村均教授）
　2002年　　神戸大学大学院　講師　医学系研究科（岡村均教授）
　2004年　　名古屋大学大学院　COE助教授　理学研究科　　　
　2006年　　大阪大学大学院　准教授　医学系研究科
　2003年　       日本解剖学会奨励賞
   2006年　       日本時間生物学会奨励賞
　2007年　       日本組織細胞化学会奨励賞

参考文献 
1: Yagita K*, Horie K, Koinuma S, Nakamura W, Yamanaka I, Urasaki A, Shigeyoshi Y, 
Kawakami K, Shimada S, Takeda J, Uchiyama Y., Proc Natl Acad Sci USA. 107: 
3846-3851, 2010.(* corresponding author)

2: Yagita K*, Yamanaka I, Emoto N, Kawakami K, Shimada S.,. BMC Biotechnology. 10: 
e3, 2010. (* corresponding author)

3: Kiyohara Y.B, Tagao S, Tamanini F, Morita A, Sugisawa Y, Yasuda M, Yamanaka I, Ueda 
H.R, van der Horst GTJ, Kondo T, and Yagita K*.,  Proc Natl Acad Sci USA. 103: 
10074-10079, 2006. (* corresponding author)

4: Yagita K, Tamanini F, van Der Horst GT, Okamura H., Science. 292:278-81,
  2001



ホリカワ　カズキ

堀川　一樹
北海道大学電子科学研究所
ニコンイメージングセンター

体節時計の同調現象、
粘菌が示す興奮場

講演内容
　 生物に見いだされるリズム現象を皆さんはどのように研究していますか？理論の側から提示される
興味深い予測を実際に検証してみたい、もしくは、理論家が驚くような生命現象を提示したいという
壮大な夢にむかって突き進んでいる等、それぞれであろうと思います。しかし実験家としてリズム現
象と対峙するにはまず例外なく、「可視化」と「操作する」という二つの技術要素が必須となりま
す。それぞれの現象で最適な方法は異なるかもしれませんが、現在や将来の研究対象にどんな手法で
アプローチしたらいいか？という悩みを抱えている人は少なくないはずです。本発表では、脊椎動物
の節作りと社会性アメーバの自己組織的集合流の形成というふたつの発生現象を例に、リズムを可視
化するための手法ならびに、仮説の検証に必要なシステム操作の一例を紹介します。動物の節のサイ
ズを思いのままに操ったり、１０万個の細胞集団の自己組織化過程をじっくりと観察できるって楽し
いと思いませんか？

 略歴

2002年3月　京都大学大学院理学研究科博士課程修了
2003年4月　日本学術振興会特別研究員　（特別研究員PD）
2005年4月東京大学 大学院理学系研究科　（助手）
2006年10月JSTさきがけ　（兼任研究員）
2006年12月より北海道大学 電子科学研究所 (特任准教授)
受賞等
2007年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞

参考文献 
・Noise-resistant and synchronized oscillation of the segmentation clock Horikawa K et al, 
Nature, 441, pp. 719-723 (2006).
・Spontaneous network activity visualized by ultra-sensitive Ca2+ indicators, yellow 
cameleon-Nano Horikawa K et al, Nature Methods in press (2010).

 



イザワ　タケシ

井澤　毅
（独）農業生物資源研究所
  光環境応答研究ユニット　上級研究員

光周性反応と限界日長認識

講演内容

　 1920年に最初に報告された植物の花芽形成が示す光周性反応は、ビュンニングによる概日時計の
提唱においても、重要な役割を果たした現象のひとつである。’60年代に、ピッテンドリグらによ
り、生理学モデルが展開され、光周性反応は、外的符合モデルや内的符合モデルによって説明される
ことが多いが、今日、分子遺伝学的解析により、長日植物シロイヌナズナ等で、その遺伝子実体が同
定されるに至っている。我々は、短日植物イネを材料に、一日の日長が30分以内の差を厳密に認識で
きる｢限界日長設定｣の遺伝子レベルの理解を進めるべく、研究を進めてきた。今回、イネのフロリゲ
ンであるHd3a遺伝子の転写制御が厳密に日長により制御受けていること、また、その転写制御が独
自の日長反応を示す二つのGate効果（外的符合反応）により、花芽形成を促進する因子と抑制する因
子がそれぞれ独立に転写制御され、また、その上で、抑制因子が促進因子の転写を抑えることで成立
していることを明らかにしたので報告する。

 略歴

1986 東大理学部物理学科卒
1986-1988 東大大学院理学系研究科修士課程（堀田凱樹教授）
1988-1994 （株）植物工学研究所　研究員
1990-1992 ロックフェラー大（Nam-Hai Chua教授）
1994 博士（理学）取得
1994-2001 奈良先端科学技術大学院大学　助手
2001- （独）農業生物資源研究所
受賞歴：とやま賞（平成21年度）

参考文献 
Itoh et al. Nature Genetics 42, 635‒638 (2010)



シオミ　ミキコ

塩見　美喜子
慶応義塾大学医学部分子生物学教室

小さいRNAによる遺伝子発現の
制御機構

講演内容
 20から30塩基長のsmall RNAによって引き起こされる遺伝子発現抑制機構を総称して「RNAサイ
レンシング」と呼ぶ。その代表例は1998年に発表されたRNAi（RNA interference：RNA干渉）
である。RNAiの発見以来、RNAサイレンシング研究は飛躍的に進み、この機構が発生や代謝、ウ
イルス感染防御といった、生命に欠かせない多くの現象を制御していることが明らかになってき
た。ある種の癌の様に、RNAi関連分子の機能異常が発症原因として疑われる疾患も次第に見つ
かってきている。これらの結果は、我々がこれまでに培ってきた、生命を司るための遺伝子情報発
現の仕組みに関する理解  遺伝情報はどのようにゲノムに蓄えられており、発現するのか、それら
がどのように生物の発生や種の保存を制御しているか  を大きく変えようとしている。

略歴

1984年　岐阜大学農学部農芸化学科卒業
1988年　京都大学大学院農学研究科修士課程修了
1994年　博士（農博）（京都大学論農博）
1994年　ペンシルバニア大学ハワードヒューズ医学研究所post doc
1999年　徳島大学ゲノム機能研究センター助手～准教授
2003年　博士（医博）（徳島大学乙医）
2008年　慶應義塾大学総合医科学研究センター准教授　
2009年　慶應義塾大学医学部准教授
2009年　猿橋賞受賞

参考文献 （最近の総説を抜粋）

・Siomi H, and Siomi MC. Posttranscriptional regulation of microRNA biogenesis in 
animals. Mol Cell 38: 323-332. 2010
・Siomi MC, Mannen T, and Siomi H. How does the Royal Family of Tudor rule the PIWI-
interacting RNA pathway? Genes Dev. 24: 636-646. 2010
・Kim NV, Han J, Siomi MC. Biogenesis of small RNAs in animals. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 
10:126-139. 2009
・Siomi H, and Siomi MC. On the road to reading the RNAi code. Nature 457:396-404. 
2009



クラモト　ヨシキ

蔵本　由紀
京都大学数理解析研究所

リズムと同期の理論をつくる

講演内容
 リズム現象・同期現象の理論はどのように形成されてきたか。ここでは、1970年代以来の講演者
自身の試行錯誤をも振り返りつつ、理論形成過程を（必ずしも継時的にではなく）ロジカルに再構
成して提示したい。最重要なキーワードは縮約(reduction)である。縮約とはそもそもどのような考
え方なのか。具体的にどのような縮約法があるのか。それらはリズム・同期現象を理解する上でい
かに有効か。より広い非線形現象における縮約の意義は何か。これらの問題を追究していくと、必
然的に現代科学のあり方への批判的検討にまでつながってくる。
講演者は物理学の出身であるが、その表通りから外れて別の道に迷い込んだために自らの存立の根
拠をたえず求めざるを得なかったという事情がある。こうした経験をもとに次世代の方々にとって
何らかの意味のあるメッセージが伝えられればよいと思っている。

略歴
１９６９年　京都大学大学院博士課程修了、九州大学理学部助手
１９７６年　京都大学理学部助教授
１９８１年　京都大学基礎物理学研究所教授
１９８５年　京都大学理学部教授
２００４年 京都大学名誉教授、北海道大学理学研究院COE特任教授
２００７年　現職
２００５年　朝日賞受賞

参考文献
・  Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence (Springer,1984)

『新しい自然学』岩波書店（２００３年）
『非線形科学』集英社（２００７年）

・  『同期現象の数理』培風館（２０１０年）



ミシマ　カズオ

三島　和夫
国立精神・神経医療研究センター　
精神保健研究所　精神生理研究部

研究成果を臨床に展開する

講演内容
  基盤研究の成果を医学や一般生活に展開するいわゆるトランスレーショナル研究、実用化研究の
必要性が謳われている。しかしそのハードルは極めて高い。時間生物学領域でも数多くのシーズが
眠っているが、基礎研究と臨床研究の立ち位置のギャップは例年の学会場で皆実感しているところ
ではないだろうか。その中でも睡眠医療は基盤的成果を患者や生活者へ効果的に還元している好例
の一つである。ヒトの概日リズム調節（概日リズム睡眠障害）、季節リズム調節（冬季うつ病）、
光療法、メラトニン受容体アゴニストなどをキーワードに、私の研修医時代から現在までの20年間
に遭遇した睡眠障害の時間医学の進展の歴史をご紹介する。

略歴
1987年　秋田大学医学部医学科卒業
2000年　同助教授
2002年　米国バージニア大学時間生物学研究センター、米国スタンフォード大学、医学部睡眠研　　　　　　　　　
究センター客員准教授
2006年 6月　国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神生理研究部 部長
1990年 エルウィン・フォン・ベルツ賞
2002年 日本睡眠学会研究奨励賞

参考文献
・Enomoto M, et al., Sleep-related Problems and Use of Hypnotics in Inpatients of Acute 
Hospital Wards. General Hospital Psychiatry, 32:276-83, 2010.
・Soshi T, et al., Sleep deprivation influences diurnal variation of human time perception 
with prefrontal activity change: a functional near-infrared spectroscopy study. PLoS One 
5: e8395, 2010.
・Hida A, et al., Expression profiles of PERIOD1, 2, and 3 in peripheral blood mononuclear 
cells from older subjects. Life Sci 84: 33-7, 2009.
・Aritake-Okada S, et al., Time estimation during sleep relates to the amount of slow 
wave sleep in humans. Neurosci Res 63: 115-21, 2009.
・Kuriyama K, et al., Sleep accelerates the improvement in working memory performance. 
J Neurosci 28,10145-50, 2008.



お名前 部屋番号 ご所属

明石　真 219 山口大学時間学研究所（理学部）

秋山　修志 208 名古屋大学大学院理学研究科

浅川　剛 208 ソニー株式会社　システム技術研究所

新井　菜津美 215 宇都宮大学大学院農学研究科生物生産科学専攻
応用生物化学講座分子生理学研究分野

池上　啓介 202 名古屋大学大学院生命農学研究科　
動物機能制御学研究分野

井澤　毅 221 （独）農業生物資源研究所　
光環境応答研究ユニット　上級研究員

石田　快 206 名古屋大学大学院生命農学研究科

泉はるか 212 京都大学農学部

板垣　智之 205 東京大大学院　情報理工学系研究科　
数理情報学専攻　合原研究室

伊藤　浩史 207 お茶大　アカプロ

今井　早希 211 名古屋大学　生命農学研究科　
動物行動統御学研究室

今村　聖路 202 東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻深田研究室

梅崎　勇次郎 203 岡山大学

梅谷　実樹 212 早稲田大学　先進理工学研究科　
電気・情報生命専攻　岩崎研究室

瓜生　央大 206 岡山大学大学院自然科学研究科　
時間生物学研究室

大川（西脇）妙子 214 名大　院理　生命理学

大塚　槙子 213 早稲田大学先進理工学研究科
電気・情報生命工学専攻 柴田研究室

小川　雪乃 213 慶應義塾大学大学院 
政策・メディア研究科

小木曽　映里 215 農業生物資源研究所QTL
ゲノム育種研究センター

小木　瑞奈 213 北里大学大学院　獣医畜産学研究科　
動物資源科学専攻

尾関　晃 205 福井大学大学院工学研究科

小田　篤 209 （独）農業・食品産業総合研究機構
花き研究所

小野　大輔 205 北海道大学大学院医学研究科
時間生理学分野

小野　ひろ子 213 名古屋大学大学院生命農学研究科
動物機能制御学研究室

粕谷　悦子 214 農業生物資源研究所・
脳神経機能研究ユニット

亀山　晃世 213 北海道大学大学院医学研究科生理学講座
時間生理学分野

苅郷　友美 212 東京大学大学院理学系研究科
生物科学専攻

北村　真吾 209 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所精神生理研究部

北山　陽子 215 名古屋大学理学研究科生命理学専攻

櫛笥　博子 211 早稲田大学 先進理工学研究科 
岩崎秀雄研究室

久保　達彦 210 産業医科大学医学部　公衆衛生学

久保　葉子 215 早稲田大学　先進理工学部　
電気情報生命工学科　岡野研究室

久保田　佐綾 214 京都大学大学院 理学研究科 
生物科学系 植物学教室 形態統御学分科

蔵本　由紀 京都大学数理解析研究所

郡　宏 209 お茶の水女子大学

小林　徹也 209 東京大学生産技術研究所

小林　大起 206 東京大学大学院　理学系研究科　
生物化学専攻

齊藤　大樹 208 京都大学大学院農学研究科　附属農場

佐上　彩 211 東京大学理学系研究科　生物化学専攻　
深田研究室

櫻井　大督 205 東京大学大学院新領域創成科学研究科
複雑理工学専攻 高橋研究室

佐塚　直也 210 ソニー株式会社

佐藤　美穂 215 京都大学大学院薬学研究科

佐野　あかね 214 ソニー株式会社システム技術研究所
知的システム研究部

塩見　美喜子 慶応義塾大学医学部　分子生物学教室

篠原　恭介 208 大阪大学生命機能研究科

柴田　重信 236 早稲田大学先進理工学部　
電気・情報生命工学科

志村　哲祥 210 順天堂大学医学部附属順天堂医院
(～2011.3)

城　真範 202 東京大学情報理工学系研究科
数理情報学専攻（合原研究室）

新村　毅 209 名古屋大学大学院生命農学研究科
動物機能制御学研究分野

Du Ngoc Hien 213 東京大学・理学系研究科・
生物化学専攻・深田研究室

杉山　康憲 208 東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻深田研究室

鈴木　孝洋 203 筑波大学大学院　博士後期課程

高井　直樹 210 名古屋大学大学院理学研究科
生命理学専攻・近藤孝男研究室

田原　優 205 早稲田大学大学院　先進理工学研究科　電気・情
報生命工学科　生理・薬理研究室

千葉　康 206 埼玉医大　生理学教室　

辻野　薫里 212 理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　
システムバイオロジー研究プロジェクト

中島伸吾 204 東北大学大学院　薬学研究科
　生命薬学専攻　細胞情報薬学分野

中根　右介 204 名古屋大学大学院生命農学研究科

長浜　敬樹 202 早稲田大学大学院先進理工学研究科
　柴田研究室

中道　範人 207 理研　PSC

中村　篤史 206 京都大学化学研究所

西出　真也 207 北海道大学大学院医学研究科

布川　莉奈 212 東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻

畠山　哲央 204 早稲田大学

服部　佑哉 203 広島大学大学院工学研究科/日本原子力
研究開発機構

がついている方に部屋の鍵の受け渡しをいたします。宿泊部屋一覧



ハミルトン クレイグ 204 東京大学大学院理学系研究科

原　千尋 213 東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻深田研究室

原　弥生 212 東北大学大学院・薬学研究科
細胞情報薬学分野

肥田　昌子 国立精神・神経医療研究センター　
精神保健研究所　精神生理研究部

平尾　彰子 211 早稲田大学大学院　先進理工学研究科
電気・情報生命専攻

平野　有沙 211 東京大学大学院　理学系研究科　
生物化学専攻

広瀬　健太郎 205 東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻

藤井　かおり 212 岐阜大学大学院　疫学予防医学分野

藤崎　潤 202 埼玉大学大学院 理工学研究科 
生命科学系専攻 細胞制御学研究室

布施　悠太 204 早稲田大学　先進理工学研究科　
柴田研究室

細川　徳宗 203 早稲田大学　先進理工学研究科　
電気・情報生命専攻　岩崎研究室

堀川　一樹 218 北海道大学電子科学研究所 
ニコンイメージングセンター

本多　久楽々 211 東京大学　理学系研究科　
生体情報学研究室

前川　知子 211 東北大学大学院薬学研究科
細胞情報薬学分野

升本　宏平 210 近畿大学医学部解剖学教室

三國　新太郎 208 北海道大学 大学院医学研究科 
連携研究センター 先端研究開発部門

三島　和夫 国立精神・神経医療研究センター　
精神保健研究所　精神生理研究部

南　陽一 210 理化学研究所　研究戦略会議

村中　智明 203 京都大学理学部植物学教室
形態統御学研究室

村山　依子 214 早稲田大学　理工学術院　
電気・情報生命工学科

森島　剛 203 早稲田大学・柴田研究室

森野　佳生 203 東京大学大学院　情報理工学系研究科
　数理情報学専攻

八木田　和弘 220 大阪大学大学院医学系研究科　
神経細胞生物学講座

山田　佐知 215 福井大学大学院工学研究科
建築建設工学専攻

山田　智之 204 東京大学 大学院 工学系研究科
 電気系工学専攻 小林徹也研究室

山本　和俊 202 京都大学化学研究所

横井　佐代子 214 東京大学地震研究所

吉竹　良洋 204 京都大学農学研究科

吉種　光 207 東京大学 大学院理学系研究科 
生物化学専攻 深田研究室

義平　真規 209 日産自動車株式会社電子走行制御開発部

和田　達典 206 早稲田大学　理工学術院　先進理工学研
究科　電気・情報生命専攻　岡野研究室

渡邉　俊之 カールツァイスマイクロイメージング
株式会社


