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執筆者一覧（50音順）

秋吉 一成 京都大学

阿久澤 さゆり 東京農業大学

荒瀬 尚 大阪大学

荒田 洋一郎 帝京大学

安形 高志 Academia Sinica

安藤 弘宗 岐阜大学

池中 一裕 自然科学研究機構

池原 譲 千葉大学

石田 秀治 岐阜大学

石水 毅 立命館大学

伊藤 孝司 徳島大学

伊東 信 九州大学

伊藤 幸成 理化学研究所

稲津 敏行 東海大学

井ノ口 仁一 東北医科薬科大学

伊福 伸介 鳥取大学

岩崎 倫政 北海道大学

植田 幸嗣 がん研究会

浦島 匡 帯広畜産大学

遠藤 玉夫 東京都健康長寿医療センター

大谷 克城 旭川医科大学

大坪 和明 熊本大学

大山 力 弘前大学

岡 昌吾 京都大学

岡島 徹也 名古屋大学

岡松 正敏 北海道大学

岡本 佳男 名古屋大学

長田 裕之 理化学研究所

小田 竜也 筑波大学

梶 裕之 産業技術総合研究所

梶原 康宏 大阪大学 
片山 高嶺 京都大学

加藤 晃一 自然科学研究機構

加藤 龍一 高エネルギー加速器研究機構

門川 淳一 鹿児島大学

門松 健治 名古屋大学

金川 基 神戸大学

川嵜 敏祐 立命館大学

川崎 ナナ 横浜市立大学

川島 博人 千葉大学

河村 由紀 国立医療研究センター

菊地 和也 大阪大学

木塚 康彦 理化学研究所

北川 裕之 神戸薬科大学

北島 健 名古屋大学

北爪 しのぶ 理化学研究所

木下 聖子 創価大学

木下 タロウ 大阪大学

木村 吉伸 岡山大学

清野 宏 東京大学

顧 建国 東北医科薬科大学

久野 敦 産業技術総合研究所

神田 大輔 九州大学

後藤 義幸 東京大学

小西 照子 琉球大学

櫻井 和朗 北九州市立大学

迫田 義博 北海道大学

佐藤 主税 産業技術総合研究所

佐藤 ちひろ 名古屋大学

佐藤 光男 協和発酵キリン株式会社

篠原 康郎 金城学院大学

正田 晋一郎 東北大学

新町 大輔 創価大学

鈴木 明身 東北医科薬科大学

鈴木 健一 京都大学

鈴木 隆 静岡県立大学

鈴木 匡 理化学研究所

隅田 泰生 鹿児島大学

瀬藤 光利 浜松医科大学

瀬谷 司 北海道大学

高橋 和男 藤田保健衛生大学

高橋 素子 札幌医科大学

竹川 薫 九州大学

田中 克典 理化学研究所

谷口 直之 理化学研究所

田村 純一 鳥取大学

千葉 靖典 産業技術総合研究所

鍔田 武志 東京医科歯科大学

栂谷内 晶 産業技術総合研究所

徳田 雅明 香川大学

富田 正浩 免疫生物研究所

豊田 雅士 東京都健康長寿医療センター

永井 竜児 東海大学

中北 慎一 香川大学

中嶋 和紀 藤田保健衛生大学

中嶋 裕子 浜松医科大学

中の 三弥子 広島大学

中山 淳 信州大学

灘中 里美 神戸薬科大学

長束 俊治 新潟大学

西原 祥子 創価大学

野上 敏材 鳥取大学

野村 一也 九州大学

芳賀 淑美 がん研究会

萩谷 恵里子 生化学工業株式会社

橋井 則貴 国立医薬品食品衛生研究所

原 正之 大阪府立大学

原田 明 大阪大学

平井 剛 九州大学

平林 淳 産業技術総合研究所

平林 義雄 理化学研究所

深瀬 浩一 大阪大学

福田 友彦 東北医科薬科大学

藤本 ゆかり 慶応義塾大学

藤山 和仁 大阪大学

古川 清 長岡科学技術大学

古川 鋼一 中部大学

古川 潤一 北海道大学

本家 孝一 高知大学

松尾 一郎 群馬大学

眞鍋 史乃 理化学研究所

三浦 佳子 九州大学

三上 雅久 神戸薬科大学

宮川 周士 大阪大学

三善 英知 大阪大学

柳澤 勝彦 国立長寿医療研究センター

矢野 浩之 京都大学

山口 芳樹 理化学研究所

山崎 晶 九州大学

山田 一作 野口研究所

山田 修平 名城大学

山本 一夫 東京大学

山本 憲二 石川県立大学

横山 直明 帯広畜産大学

若宮 伸隆 旭川医科大学

和田 芳直 大阪府立母子保健総合医療センター

査読者
木曽 真 岐阜大学

小林 一清 名古屋大学 
鈴木 明身 東北医科薬科大学 
中田 博 京都産業大学 
宮城 妙子 東北医科薬科大学

山下 克子 横浜市立大学 
山本 憲二 石川県立大学 
山本 格 新潟大学


