
上田 泰己 合成生物学研究チーム
隅山 健太 高速ゲノム変異マウス作製支援ユニット
山田陸裕 合成生物学研究チーム
木村 航 心臓再生研究チーム
高里 実 ヒト器官形成研究チーム
藤原 裕展 細胞外環境研究チーム

岡田 康志 細胞極性統御研究チーム
泰地 真弘人 計算分子設計研究チーム
濱田 博司 個体パターニング研究チーム
Wang,  Yu- Chi un 上皮形態形成研究チーム
岩根 敦子 細胞場構造研究ユニット
大浪 修一 発生動態研究チーム
木川 隆則 細胞構造生物学研究チーム
柴田 達夫 フィジカルバイオロジー研究チーム
清水 義宏 無細胞タンパク質合成研究チーム
城口 克之 細胞システム動態予測研究チーム
神 隆 ナノバイオプローブ研究チーム
杉田 有治 分子機能シミュレーション研究チーム
隅山 健太 高速ゲノム変異マウス作製支援ユニット
高橋 恒一 バイオコンピューティング研究チーム
田中 陽 集積バイオデバイス研究チーム
谷口 雄一 細胞システム制御学研究ユニット
古澤 力 多階層生命動態研究チーム
森下 喜弘 発生幾何研究チーム
渡邉 朋信 先端バイオイメージング研究チーム

猪股 秀彦 体軸動態研究チーム
Phng,  Li - Kun 血管形成研究チーム

Sa Kan Yoo 動的恒常性研究チーム
城口 克之 細胞システム動態予測研究チーム
平谷 伊智朗 発生エピジェネティクス研究チーム
藤原 裕展 細胞外環境研究チーム
森下 喜弘 発生幾何研究チーム

片岡 洋祐 細胞機能評価研究チーム
土居 久志 標識化学研究チーム
向井 英史 分子送達・イメージング技術研究チーム

再生応用生物学 森本 充 呼吸器形成研究チーム
神経生物学 林 拓也 脳コネクトミクスイメージング研究チーム

小幡 史明 栄養応答研究チーム
北島 智也 染色体分配研究チーム
高里 実 ヒト器官形成研究チーム
王 丹 脳エピトランスクリプトミクス研究チーム

入來 篤史 象徴概念発達研究チーム

発生生物学

大阪大学大学院 医学系研究科

システム生物学

発生・再生医学

大阪大学大学院 生命機能研究科

生命動態システム科学

大阪大学大学院 理学研究科

生物分子情報研究室

関西学院大学大学院　理工学研究科

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科

京都大学大学院 医学研究科

京都大学大学院 生命科学研究科

高次生命科学専攻　分子病態学

慶應義塾大学大学院 医学研究科
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川口 喬吾 生体非平衡物理学理研白眉研究チーム
Sa Kan Yoo 動的恒常性研究チーム
平谷 伊智朗 発生エピジェネティクス研究チーム
宮道 和成 比較コネクトミクス研究チーム

大規模計算科学 大浪 修一 発生動態研究チーム

倉谷 滋 形態進化研究チーム
林 茂生 形態形成シグナル研究チーム
森本 充 呼吸器形成研究チーム

システム情報生物学分野 Zhang Kam 構造バイオインフォマティクス研究チーム
泰地 真弘人 計算分子設計研究チーム

土居 久志 標識化学研究チーム
渡辺 恭良 健康・病態科学研究チーム

清成 寛 生体モデル開発チーム
林 茂生 形態形成シグナル研究チーム
藤原 裕展 細胞外環境研究チーム

柴田 達夫 フィジカルバイオロジー研究チーム

白水 美香子 タンパク質機能・構造研究チーム
関根 俊一 転写制御構造生物学研究チーム

大浪 修一 発生動態研究チーム
城口 克之 細胞システム動態予測研究チーム
渡邉 朋信 先端バイオイメージング研究チーム

神戸大学大学院 医学研究科

生理学・細胞生物学講座　発生・再生医学分野

神戸大学大学院 システム情報学研究科

神戸大学大学院 理学研究科

東京大学大学院 新領域創成科学研究科

横浜市立大学 生命医科学研究科

立命館大学大学院　生命科学研究科

生物学専攻・連携講座　発生生物学

徳島大学大学院 医歯薬学研究部

兵庫県立大学大学院 生命理学研究科

細胞機能解析学部門　発生・再生学

広島大学大学院 理学研究科
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