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1 採用 中西 義信 金沢大学 教授 生物科学 ゴードン会議：アポトーシス細胞の認識と貪食 米国 2009/6/28 2009/7/3

2 内定 大川 富雄 大阪大学 准教授 総合工学 第17回原子力工学国際会議 ベルギー 2009/7/12 2009/7/16

3 内定 依光 英樹 京都大学 准教授 基礎化学 第15回有機合成指向有機金属化学IUPAC国際会議 英国 2009/7/26 2009/7/30

4 内定 八幡 耕一 名古屋大学 准教授 社会・安全システム科学 第18回　アジアメディア情報・コミュニケーションセンター国際年次大会 インド 2009/7/13 2009/7/16

5 内定 スウーチュー C.V 福岡工業大学 准教授 機械工学 ナノ・マイクロ・ミニ通路の第7回国際会議 韓国 2009/6/22 2009/6/24

6 内定 和嶋 隆昌 秋田大学 助教 プロセス工学 第8回環太平洋セラミック・ガラス技術会議 カナダ 2009/5/31 2009/6/5

7 内定 森田 成昭 名古屋大学 助教 基礎化学 第５回先端振動分光学国際会議 オーストラリア 2009/7/13 2009/7/17

8 採用 中井 彰 山口大学 教授 基礎医学 発達、発生、そして病気とストレス蛋白質 米国 2009/6/28 2009/7/3

9 内定 丹羽 隆介 筑波大学 助教 生物科学 第17回国際線虫C. elegans学会 米国 2009/6/24 2009/6/28

10 内定 村上 斉 東京工業大学 准教授 数学 双曲幾何 量子トポロジ および数論の相互関係 米国 2009/6/15 2009/6/19
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10 内定 村上 斉 東京工業大学 准教授 数学 双曲幾何，量子トポロジー，および数論の相互関係 米国 2009/6/15 2009/6/19

11 内定 大場 友則 千葉大学 助教 ナノ・マイクロ科学 カーボン’０９ フランス 2009/6/14 2009/6/19

12 内定 大木 英司 電気通信大学 准教授 電気電子工学 IEEE通信に関する国際会議 (ICC 2009) ドイツ 2009/6/14 2009/6/18

13 内定 酒井 俊郎 信州大学 助教 材料化学 第13回IACIS表面およびコロイド化学学会、第83回ACSコロイドおよび表面化学合同シンポジウム 米国 2009/6/14 2009/6/19

14 内定 出崎 亮 独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究員 材料工学 第8回環太平洋セラミックス及びガラス技術に関する国際会議 カナダ 2009/5/31 2009/6/5

15 内定 藤森 伸一 独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究副主幹 物理学 国際磁性会議 ドイツ 2009/7/26 2009/7/31

16 内定 尾崎 知伸 神戸大学 助教 情報学 2009年 工業応用数学会主催 データマイニングに関する国際会議 米国 2009/4/30 2009/5/2

17 採用 池畑 広伸 東北大学 助教 環境学 第15回国際光生物学会議 ドイツ 2009/6/18 2009/6/23

18 内定 横関 智弘 東京大学 講師 総合工学 第１７回国際複合材料会議 英国 2009/7/27 2009/7/31

19 内定 芳賀 穣 東京海洋大学 助教 水産学 魚類骨格の生物学に関する学際的アプローチに関する国際ワークショップ ポルトガル 2009/4/27 2009/4/29

20 採用 田中 正人 独立行政法人理化学研究所 チームリーダー 基礎医学 2009 ゴードン リサーチ カンファレンス 米国 2009/6/28 2009/7/3

21 採用 池田 佳子 名古屋大学 准教授 言語学 第１１回国際語用論学会研究大会 オーストラリア 2009/7/12 2009/7/17

22 採用 笹倉 直樹 京都大学 准教授 物理学 リー理論とその物理への応用 ブルガリア 2009/6/16 2009/6/20

23 採用 尾上 順 東京工業大学 准教授 ナノ・マイクロ科学 第９回フラーレンおよび原子クラスターに関する国際ワークショップ ロシア 2009/7/6 2009/7/10

24 内定 有澤 光弘 北海道大学 准教授 薬学 第15回IUPAC有機合成を指向した有機金属化学国際会議 英国 2009/7/26 2009/7/30

25 内定 屋敷 二郎 一橋大学 准教授 法学 第11回法図像学国際会議 ポーランド 2009/6/4 2009/6/7
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26 内定 本村 浩之 鹿児島大学 准教授 基礎生物学 第8回インド・太平洋国際魚類学会 オーストラリア 2009/5/31 2009/6/5

27 採用 伊関 峰生 総合研究大学院大学 上級研究員 基礎生物学 第15回国際光生物学会議 ドイツ 2009/6/18 2009/6/23

28 内定 高橋 史宜 東京大学 特任助教 物理学 プランク 2009 イタリア 2009/5/25 2009/5/29

29 内定 田中 光司 三重大学 講師 外科系臨床医学 2009年米国癌学会年次総会 米国 2009/4/18 2009/4/22

30 内定 千葉 卓哉 長崎大学 助教 基礎医学 第１９回国際老年学会 フランス 2009/7/5 2009/7/9

31 内定 増田 豪 慶應義塾大学 研究員 ゲノム科学 第57回　アメリカ質量分析学会 米国 2009/5/31 2009/6/4

32 内定 山口 淳 千葉大学 准教授 基礎医学 第17回　国際線虫学会 米国 2009/6/24 2009/6/28

33 内定 樽本　 英樹 北海道大学 准教授 社会学 第39回IIS世界大会 アルメニア 2009/6/11 2009/6/14

34 採用 赤嶺 淳 名古屋市立大学 准教授 地域研究 文化共有　2009：不可視遺産の保全に関する国際会議 ポルトガル 2009/5/30 2009/6/1

35 採用 樋口 隆 明治学院大学 教授 芸術学 国際音楽資料情報協会 国際音楽学会合同学会 オランダ 2009/7/5 2009/7/1035 採用 樋口 隆一 明治学院大学 教授 芸術学 国際音楽資料情報協会・国際音楽学会合同学会 オランダ 2009/7/5 2009/7/10

36 内定 柴田 高範 早稲田大学 教授 複合化学 第１５回　有機合成を指向した有機金属化学国際会議 英国 2009/7/26 2009/7/30

37 採用 門田 光司 福岡県立大学 教授 社会学 第４回国際学校ソーシャルワーク大会 ニュージーランド 2009/4/14 2009/4/17

38 内定 井上 修平 広島大学 助教 機械工学 ナノ構造物に関するナノテクノロジーの国際会議 チェコ共和国 2009/5/31 2009/6/2

39 内定 九町 健一 鹿児島大学 助教 境界農学 第14回植物-微生物分子相互作用国際会議 カナダ 2009/7/19 2009/7/23

40 内定 麻生 悌二郎 高知大学 教授 基礎医学 米国生化学分子生物学会年会 米国 2009/4/18 2009/4/22

41 内定 藤本 靖 大阪大学 助教 応用物理学・工学基礎 レーザーと電気光学に関する欧州国際会議 ドイツ 2009/6/14 2009/6/19

42 採用 伊藤 憲二 総合研究大学院大学 准教授 科学社会学・科学技術史 第23回国際科学技術史学会 ハンガリー 2009/7/28 2009/8/2

43 採用 作田 誠 岡山大学 教授 物理学 第6回数GeV領域のニュートリノ原子核反応の国際会議 スペイン 2009/5/18 2009/5/22

44 内定 相見 光 秋田県立大学 研究員 森林学 第１５回国際木材化学・繊維化学・パルプ化学学会 ノルウェー 2009/6/15 2009/6/18

45 内定 平間 崇 埼玉医科大学 助教 内科系臨床医学 アメリカ胸部学会国際会議2009 米国 2009/5/15 2009/5/20

46 内定 中島 信孝 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 農芸化学 工業微生物学会2009年年会 カナダ 2009/7/26 2009/7/30

47 内定 中野 敏彰 広島大学 助教 環境学 DNA修復と突然変異: 分子構造から人の病気へ カナダ 2009/5/30 2009/6/5

48 内定 菅原 智 広島修道大学 准教授 経営学 第32回 ヨーロッパ会計学会 2009年年次大会 フィンランド 2009/5/12 2009/5/15

49 内定 根岸 淳二郎 独立行政法人土木研究所 研究員 資源保全学 第57回 北米底生動物学会　年会 米国 2009/5/17 2009/5/22

50 内定 荒井 秀 千葉大学 准教授 薬学 第１６回有機化学ヨーロッパシンポジウム チェコ共和国 2009/7/12 2009/7/16
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51 内定 小野 智司 鹿児島大学 助教 情報学 進化計算法に関する国際会議 ノルウェー 2009/5/18 2009/5/21

52 採用 江木 直子 京都大学 助教 地球惑星科学 東アジア古第三紀における生物相と層序についての国際シンポジウム 中華人民共和国 2009/6/15 2009/6/17

53 内定 北村 忠弘 群馬大学 教授 内科系臨床医学 第６９回アメリカ糖尿病学会 米国 2009/6/5 2009/6/9

54 内定 四竈 泰一 京都大学 助教 総合工学 第36回 ヨーロッパ物理学会 プラズマ物理に関する会議 ブルガリア 2009/6/29 2009/7/3

55 内定 笹 公和 筑波大学 講師 応用物理学・工学基礎 第11回重イオン加速器技術国際会議 イタリア 2009/6/8 2009/6/12

56 内定 マニエ渡邊 レミー 筑波大学 助教 経営学 ECIS 2009 イタリア 2009/6/8 2009/6/10

57 採用 田中 之博 北海道大学 助教 応用物理学・工学基礎 固体における音響波の最近の進展についてのシンポジウム 台湾 2009/5/25 2009/5/28

58 内定 向 高弘 九州大学 准教授 薬学 第18回国際放射性薬品科学シンポジウム カナダ 2009/7/12 2009/7/17

59 内定 秋山 茂樹 新潟大学 准教授 数学 フラクタルとタイル張り 2009 オーストリア 2009/7/6 2009/7/10

60 内定 持箸 晃 （財）高輝度光科学研究センタ 研究員 物理学 第９回粒子加速器のビ ム診断装置に関する欧州ワ クショップ スイス 2009/5/25 2009/5/2760 内定 持箸 晃 （財）高輝度光科学研究センター 研究員 物理学 第９回粒子加速器のビーム診断装置に関する欧州ワークショップ スイス 2009/5/25 2009/5/27

61 内定 嶋 雄一 九州大学 助教 基礎医学 第5回脊椎動物の性決定機構に関する国際シンポジウム 米国 2009/4/20 2009/4/24

62 内定 島 弘幸 北海道大学 助教 物理学 乱れた系とスピングラスに関する国際会議 カナダ 2009/6/8 2009/6/13

63 採用 ハヤシ
ブライアン　マ
サル 京都大学 准教授 史学 2009アジア系アメリカ人研究会学会:国家、人種と社会の不平等性への挑戦 米国 2009/4/22 2009/4/26

64 内定 廣田 耕志 京都大学 助教 基礎生物学 DNA修復会議 ギリシャ 2009/4/20 2009/4/23

65 内定 島津 明人 東京大学 准教授 健康・スポーツ科学 第14回欧州産業・組織心理学会 スペイン 2009/5/13 2009/5/16

66 内定 恒枝 宏史 富山大学 准教授 内科系臨床医学 第69回年次学術集会 米国 2009/6/5 2009/6/9

67 内定 宮元 展義 福岡工業大学 講師 材料化学 第１４回国際粘土学会 イタリア 2009/6/14 2009/6/20

68 内定 黒田 和明 東京大学 教授 物理学 重力波に関する第８回エドアルドアマルディ会議 米国 2009/6/21 2009/6/26

69 内定 中村 浩次 三重大学 准教授 物理学 磁性国際会議 ドイツ 2009/7/26 2009/7/31

70 内定 小山 信之 埼玉医科大学 講師 内科系臨床医学 アメリカ癌学会　第100回年次総会 米国 2009/4/18 2009/4/22

71 採用 由比 政年 金沢大学 教授 土木工学 第10回　国際海岸シンポジウム ポルトガル 2009/4/13 2009/4/18

72 採用 金 どぅ哲 岡山大学 准教授 人文地理学 第17回 国際地理学連合 持続的農村システム専門委員会 コロキウム スロベニア 2009/7/13 2009/7/18

73 内定 堀口 真仁 京都大学 助教 基礎医学 ゴードンリサーチ会議、エラスチンと弾性線維 米国 2009/7/26 2009/7/31

74 内定 松本 慎平 大分工業高等専門学校 助教 社会・安全システム科学 CORS/INFORMS 2009 合同国際会議 カナダ 2009/6/14 2009/6/17

75 採用 佐藤 麻紀 愛知医科大学 助教 基礎医学 実験生物学2009 米国 2009/4/18 2009/4/22
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76 内定 楯谷 一郎 京都大学 助教 外科系臨床医学 第130回米国喉頭科学会学術講演会 米国 2009/5/28 2009/5/29

77 内定 菅原 達也 京都大学 准教授 農芸化学 第100回　アメリカ油化学会年会 米国 2009/5/3 2009/5/6

78 採用 佐々木 浩一 名古屋大学 准教授 プラズマ科学 第19回プラズマ化学国際会議 ドイツ 2009/7/26 2009/7/31

79 内定 長松 隆 神戸大学 助教 情報学 コンピュータ－人間の相互作用に関する国際会議 2009 米国 2009/4/4 2009/4/9

80 内定 倉島 優一 山梨大学 助教 ナノ・マイクロ科学 第５３回電子イオン光ビーム技術とナノ加工国際学会 米国 2009/5/26 2009/5/29

81 採用 寺尾　 晶 北海道大学 准教授 畜産学・獣医学 米国睡眠学会 米国 2009/6/6 2009/6/11

82 採用 竹内 敦司 大阪市立大学 講師 数学 第33回確率過程とその応用に関する国際会議 ドイツ 2009/7/27 2009/7/31

83 内定 加納 博文 千葉大学 教授 ナノ・マイクロ科学 第13回表面及びコロイド科学に関するIACISとのジョイント国際会議 米国 2009/6/14 2009/6/19

84 内定 山座 治義 長崎大学 助教 基礎医学 第38回米国老化学会総会 米国 2009/5/29 2009/6/1

85 内定 三浦 謙治 筑波大学 助教 基礎生物学 第20回シロイヌナズナ研究国際会議 英国 2009/6/30 2009/7/485 内定 三浦 謙治 筑波大学 助教 基礎生物学 第20回シロイヌナズナ研究国際会議 英国 2009/6/30 2009/7/4

86 内定 達本 衡輝 独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究員 機械工学 2009年低温技術会議・国際低温材料会議 米国 2009/6/28 2009/7/2

87 内定 森上 修 九州大学 准教授 機械工学 液体微粒化と噴霧に関する第11回国際会議 米国 2009/7/26 2009/7/30

88 内定 渡邉 正勝 名古屋大学 講師 生物科学 第６回ヨーロッパゼブラフィッシュ会議 イタリア 2009/7/15 2009/7/19

89 内定 濱本 芳徳 九州大学 准教授 総合工学 第3回冷媒熱物性移動プロセス会議 米国 2009/6/23 2009/6/26

90 内定 松井 毅 東京医科歯科大学 特任講師 基礎医学 ゴードン会議ー重層上皮分化と角化 スイス 2009/6/21 2009/6/26

91 内定 谷田 守 立命館大学 助教 基礎医学 国際実験生物学会　2009 米国 2009/4/18 2009/4/22

92 内定 時田 恵一郎 大阪大学 准教授 基礎生物学 国際数理生物会議および数理生物学会年会 カナダ 2009/7/27 2009/7/30

93 内定 林崎 規託 東京工業大学 助教 物理学 2009年粒子加速器に関する国際会議（PAC09） カナダ 2009/5/4 2009/5/8

94 内定 山本 武 富山大学 助教 基礎医学 国際消化器病学会　2009 米国 2009/5/30 2009/6/4

95 内定 岸本 忠之 富山大学 准教授 科学教育・教育工学 第33回国際数学教育心理学会会議 ギリシア 2009/7/19 2009/7/24

96 内定 松田 勝 宇都宮大学 准教授 基礎生物学 第５回脊椎動物の性決定に関する国際シンポジウム 米国 2009/4/20 2009/4/24

97 内定 川本 竜彦 京都大学 助教 地球惑星科学 ゴールドシュミット会議 スイス 2009/6/21 2009/6/26

98 内定 君塚 肇 大阪大学 准教授 機械工学 2009年米国材料研究学会春期会議 米国 2009/4/13 2009/4/17

99 内定 梅津 千恵子 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 准教授 環境学 IHDP第７回　グローバルな環境変動下の人間活動に関する国際科学会議 ドイツ 2009/4/26 2009/4/30

100 内定 篠崎 烈 有明工業高等専門学校 助教 機械工学 第9回　欧州精密工学会国際会議 スペイン 2009/6/2 2009/6/5
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101 採用 山口 耕生 独立行政法人海洋研究開発機構 研究員 地球惑星科学 第６回地殻流体に関する国際会議 オーストラリア 2009/4/15 2009/4/19

102 採用 隅田 学 愛媛大学 准教授 科学教育・教育工学 第10回環太平洋乳幼児教育学会世界大会 フィリピン 2009/7/26 2009/7/28

103 内定 恩田 守雄 流通経済大学 教授 社会学 応用社会経済学会 フランス 2009/7/16 2009/7/18

104 採用 児嶋 由枝 上智大学 准教授 哲学 第44回国際中世学会 米国 2009/5/7 2009/5/10

105 内定 鍜島 麻理子 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 応用物理学・工学基礎 レーザーと光エレクトロニクスに関する国際会議 米国 2009/5/31 2009/6/5

106 内定 武部 博倫 愛媛大学 教授 材料工学 第8回セラミックスおよびガラス技術に関する環太平洋会議 カナダ 2009/5/31 2009/6/5

107 内定 柿本 健一 名古屋工業大学 准教授 材料工学 第８回セラミックスおよびガラス技術に関する太平洋州会議 カナダ 2009/5/31 2009/6/5

108 内定 山崎 英俊 三重大学 教授 歯学 第７回国際幹細胞学会年次集会 スペイン 2009/7/8 2009/7/11

109 内定 堀 泰明 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 応用物理学・工学基礎 2009年レーザーと光エレクトロニクスに関する国際会議 米国 2009/5/31 2009/6/5

110 内定 平井 亜紀子 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 応用物理学 工学基礎 レ ザ及び光エレクトロニクスに関する国際会議 米国 2009/5/31 2009/6/5110 内定 平井 亜紀子 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 応用物理学・工学基礎 レーザ及び光エレクトロニクスに関する国際会議 米国 2009/5/31 2009/6/5

111 採用 森 望 長崎大学 教授 神経科学 第19回　国際老年学会 フランス 2009/7/5 2009/7/9

112 採用 太田 浩二 独立行政法人産業技術総合研究所 研究グループ長 複合化学 第５回非線形光学材料及びデバイスに関する国際シンポジウム (ISOPL'5) フランス 2009/6/26 2009/7/1

113 内定 碓井 健寛 創価大学 准教授 経済学 ヨーロッパ環境資源経済学会第17回年会 オランダ 2009/6/24 2009/6/27

114 内定 石田 竜弘 徳島大学 准教授 薬学 アメリカがん学会、第１００回記念会議 米国 2009/4/18 2009/4/22

115 内定 徳永　 辰也 九州工業大学 助教 材料工学 第38回状態図計算に関する国際会議 チェコ共和国 2009/5/17 2009/5/22

116 内定 ピショ ミカエル 東京大学 特任研究員 数学 多様体のK-論、C*-algebrasとトポロジー国際会議 中華人民共和国 2009/6/1 2009/6/5

117 内定 荒木 亨介 鹿児島大学 助教 水産学 第１１回国際比較免疫学会 チェコ共和国 2009/6/28 2009/7/4

118 採用 多田 直哉 岡山大学 教授 機械工学 2009　米国機械学会　圧力容器と配管の会議 チェコ共和国 2009/7/26 2009/7/30

119 内定 岡澤 敦司 大阪大学 助教 農芸化学 第１０回国際寄生植物会議 トルコ 2009/6/8 2009/6/12

120 内定 松平 和之 九州工業大学 助教 物理学 磁性国際会議 ドイツ 2009/7/26 2009/7/31

121 採用 野毛 宏文 舞鶴工業高等専門学校 助教 機械工学 第４回　ヨーロッパ燃焼会議 オーストリア 2009/4/14 2009/4/17

122 内定 安藤 直紀 長崎県立大学 准教授 経営学 国際経営学会 米国 2009/6/27 2009/6/30

123 内定 二又 政之 埼玉大学 教授 ナノ・マイクロ科学 第4回国際表面プラズモン・フォトニクス会議 オランダ 2009/6/21 2009/6/26

124 内定 海津 裕 北海道大学 准教授 農業工学 第7回農業および自然資源におけるコンピュータに関する国際会議 米国 2009/6/22 2009/6/24

125 内定 澤田 清 流通科学大学 教授 社会・安全システム科学 第１６回欧州オペレーションズ・マネジメント学会国際年次会議 スウェーデン 2009/6/14 2009/6/17
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126 内定 吉野 賢二 宮崎大学 准教授 応用物理学・工学基礎 第３４回アメリカ電気学会太陽電池特別会議 米国 2009/6/7 2009/6/12

127 採用 浦野 哲盟 浜松医科大学 教授 基礎医学 第 XXII 会国際血栓止血学会 米国 2009/7/11 2009/7/16

128 内定 守屋 智草 東京大学 特任研究員 基礎医学 第１４回国際粘膜免疫会議 米国 2009/7/5 2009/7/9

129 内定 秋田 充 愛媛大学 准教授 生物分子科学 植物生物学　２００９ 米国 2009/7/18 2009/7/22

130 内定 徳丸 裕 独立行政法人国立病院機構東京医療センター（臨床研究センター） 研究員 外科系臨床医学 米国頭頸部学会　年次総会 米国 2009/5/30 2009/5/31

131 内定 今村 大輔 摂南大学 助教 農芸化学 第５回国際グラム陽性微生物学会 米国 2009/6/14 2009/6/18

132 採用 辻野 博之 気象庁気象研究所 主任研究官 地球惑星科学 「気候変動とその予測可能性(CLIVAR)」海洋モデル開発ワーキンググループ 英国 2009/4/27 2009/5/1

133 内定 郡司 修一 山形大学 准教授 天文学 X線偏光観測の時代の到来 イタリア 2009/4/27 2009/4/30

134 内定 佐々木 徹 長岡工業高等専門学校 助教 機械工学 第２回機械材料・材料加工に関する国際会議 マレーシア 2009/6/1 2009/6/3

135 採用 佐賀 亮介 神奈川工科大学 助教 情報学 第13回 人間とコンピュ タの相互理解に関する国際会議 米国 2009/7/19 2009/7/24135 採用 佐賀 亮介 神奈川工科大学 助教 情報学 第13回 人間とコンピュータの相互理解に関する国際会議 米国 2009/7/19 2009/7/24

136 採用 玉田 大 岡山大学 准教授 法学 国際学際会議 フランス 2009/6/4 2009/6/5

137 内定 吉田 智 滋賀県立大学 准教授 材料化学 第8回セラミックスとガラス技術に関する環太平洋会議 カナダ 2009/5/31 2009/6/5

138 採用 早川 慎二郎 広島大学 准教授 複合化学 第58回デンバーＸ線会議 米国 2009/7/27 2009/7/31

139 内定 岩淵 聡文 東京海洋大学 教授 文化人類学 国際海洋会議：第５回人類と海 オランダ 2009/7/9 2009/7/11

140 内定 宮里 実 琉球大学 助教 外科系臨床医学 2009年アメリカ泌尿器科学会 米国 2009/4/25 2009/4/30

141 採用 柳澤 淳一 滋賀県立大学 教授 ナノ・マイクロ科学 2009年ＭＲＳ春季講演会 米国 2009/4/13 2009/4/17

142 内定 上野 勝 広島大学 准教授 基礎生物学 テロメアに関するコールドスプリングハーバー研究会議 米国 2009/4/28 2009/5/2

143 内定 東 泰孝 大阪府立大学 准教授 畜産学・獣医学 第１４回国際粘膜免疫会議 米国 2009/7/5 2009/7/9

144 内定 須賀 健雄 早稲田大学 助手 複合化学 ゴードン国際会議(高分子) 米国 2009/6/20 2009/6/26
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