
 

 

 

 

最先端・次世代研究開発支援プログラム進捗管理委員会 委員名簿 

 

 

（平成 25 年 11 月 25 日現在） 
 

阿知波 洋次 首都大学東京名誉教授 

跡見 裕 杏林大学長 

有冨 正憲 東京工業大学名誉教授・産学官連携研究員 

石井 溥 東京外国語大学名誉教授 

岡田 光正 放送大学教授 

小池 勲夫 琉球大学監事 

小原 雄治 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所特任教授 

木南 凌 新潟大学名誉教授・大学院医歯学総合研究科客員研究員 

◎ 小宮山 宏 三菱総合研究所理事長 

塩谷 捨明 崇城大学副学長（研究担当） 

杉山 弘 京都大学大学院理学研究科教授 

髙橋 研 東北大学未来科学技術共同研究センター教授 

塚本 修巳 横浜国立大学名誉教授、上智大学客員教授 

津本 忠治 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター副センター長 

永田 和宏 京都産業大学総合生命科学部長 

○ 鍋島 陽一 公益財団法人先端医療振興財団先端医療センター長 

西村 淳 群馬大学名誉教授 

林 上 中部大学国際人間学研究科長 

堀 正二 大阪府立病院機構大阪府立成人病センター総長 

松田 彰 北海道大学大学院薬学研究院特任教授・名誉教授 

宮園 浩平 東京大学大学院医学系研究科教授 

矢野 雅文 東北大学名誉教授 

山口 五十麿 東京大学名誉教授 

 ◎は委員長を示す 

 ○は副委員長を示す 

  （計 23 名）
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最先端・次世代研究開発支援プログラム進捗管理委員会 書面確認有識者名簿 

 

 

（平成 25 年 11 月 25 日現在） 

 

相澤 龍彦 芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科エンジニアリングデザ

イン領域教授 

青木 一郎 横浜市立大学大学院医学研究科医学部分子病理学教室教授 

青葉 孝昭 日本歯科大学生命歯学部病理学講座教授 

青山 藤詞郎 慶應義塾大学理工学部学部長 

青山 正和 弘前大学農学生命科学部教授 

青山 道夫 気象庁気象研究所海洋・地球化学研究部主任研究官 

赤尾 幸博 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科教授 

赤司 信義 西日本工業大学工学部総合システム工学科環境建設系教授 

赤間 清 北海道大学情報基盤センター特任教授 

秋澤 淳 東京農工大学大学院工学研究院教授 

秋元 浩 知的財産戦略ネットワーク株式会社代表取締役社長 

秋吉 一成 京都大学大学院工学研究科教授 

朝倉 哲郎 東京農工大学大学院工学研究院教授 

浅田 稔 大阪大学大学院工学研究科教授 

小豆島 明 横浜国立大学名誉教授 

足立 昭夫 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授 

阿部 宏慈 山形大学人文学部教授 

阿部 宏史 岡山大学理事・副学長 

天笠 光雄 東京医科歯科大学名誉教授 

荒木 栄一 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科教授 

荒木 崇 京都大学大学院生命科学研究科教授 

荒木 勉 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

有坂 文雄 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教授 

有田 順 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授 

安藤 潔 東海大学医学部血液・腫瘍内科教授 

安藤 敏夫 金沢大学理工研究域数物科学系教授 

安藤 豊 山形大学農学部教授 

飯島 信司 名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻教授 

生田 和良 大阪大学微生物病研究所教授 

池内 昌彦 東京大学大学院総合文化研究科教授 

池上 知子 大阪市立大学大学院文学研究科人間行動学専攻教授 

伊佐 正 自然科学研究機構生理学研究所発達生理学研究系教授 

井鷺 裕司 京都大学農学研究科教授 

石井 直方 東京大学大学院総合文化研究科教授 

石川 直 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター東京都健康長寿医療

センター研究所研究員 
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石川 冬木 京都大学大学院生命科学研究科教授 

石川 正司 関西大学化学生命工学部教授 

石田 敬雄 独立行政法人産業技術総合研究所ナノシステム研究部門ナノ構造ア

クティブデバイスグループ研究グループ長 

石田 秀輝 東北大学大学院環境科学研究科教授 

石田 英之 大阪大学研究推進部特任教授 

石原 一彦 東京大学大学院工学系研究科教授 

石原 陽子 久留米大学医学部公衆衛生学講座教授 

磯貝 明 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

礒田 博子 筑波大学生命環境系教授 

板倉 宏昭 香川大学大学院地域マネジメント研究科研究科長・教授 

市川 洋 独立行政法人海洋研究開発機構地球環境変動領域海洋環境変動研究

プログラム大気海洋相互作用研究チーム上席研究員 

一條 秀憲 東京大学大学院薬学系研究科教授 

一ノ瀬 泉 独立行政法人物質・材料研究機構先端的共通技術部門高分子材料ユニ

ットユニット長 

伊藤 公一 千葉大学フロンティア医工学センター教授 

伊東 進 昭和薬科大学薬学部教授 

伊藤 隆司 九州大学大学院医学研究院教授 

伊藤 敬人 三重大学大学院工学研究科分子素材工学専攻教授 

伊藤 照明 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部准教授 

伊藤 元己 東京大学大学院総合文化研究科教授 

井上 千弘 東北大学大学院環境科学研究科教授 

井上 晴夫 首都大学東京人工光合成研究センターセンター長・特任教授 

今泉 俊文 東北大学大学院理学研究科教授 

今関 源成 早稲田大学法学学術院教授 

入江 賢児 筑波大学医学医療系教授 

岩井 一宏 京都大学大学院医学研究科教授 

岩尾 洋 大阪市立大学大学院医学研究科分子病態薬理学教授 

巌佐 庸 九州大学大学院理学研究院教授 

岩田 聡 名古屋大学エコトピア科学研究所教授 

岩田 学 一般財団法人黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーションセンター医局副

院長・リハビリテーション部長 

岩本 正和 東京工業大学資源化学研究所教授 

上島 悦子 大阪大学大学院薬学研究科教授 

上田 孝典 福井大学理事・副学長 

上田 渉 北海道大学触媒化学研究センター教授 

上野 隆 順天堂大学大学院医学研究科研究基盤センター生体分子研究室教授 

上原 洋一 東北大学電気通信研究所教授 

植松 真司 慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授 

鵜飼 孝造 同志社大学社会学部博士後期課程教授 
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碓氷 泰市 静岡大学理事・副学長 

内野 敏剛 九州大学大学院農学研究院教授 

内山 洋司 筑波大学システム情報系教授 

宇野 洋二 名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授 

梅咲 則正 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所ニュースバル放射光施設リエ

ゾンコーディネータ 

梅原 徳次 名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授 

占部 城太郎 東北大学大学院生命科学研究科教授 

永福 智志 福島県立医科大学医学部システム神経科学教授 

江川 孝志 名古屋工業大学極微デバイス機能システム研究センター教授・センタ

ー長 

江角 浩安 東京理科大学生命医科学研究所教授 

江藤 幹雄 慶應義塾大学理工学部教授 

海老塚 豊 国立医薬品食品衛生研究所生薬部客員研究員 

遠藤 泰之 東北薬科大学創薬化学教授 

圓福 敬二 九州大学大学院システム情報科学研究院電気システム工学部門教授 

及川 英俊 東北大学多元物質科学研究所教授 

大岩 和弘 独立行政法人情報通信研究機構未来 ICT 研究所主管研究員 

大垣 一成 大阪大学名誉教授 

大木 和夫 東北大学大学院理学研究科名誉教授・客員研究者 

大熊 毅 北海道大学大学院工学研究院有機プロセス工学部門教授 

逢坂 哲彌 早稲田大学理工学術院教授・ナノ理工学研究機構機構長 

大沢 直樹 大阪大学大学院工学研究科教授 

大澤 雅俊 北海道大学触媒化学研究センター教授 

大島 靖美 九州大学名誉教授 

太田 邦史 東京大学大学院総合文化研究科教授 

太田 成男 日本医科大学大学院医学研究科教授 

太田 伸生 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

太田 仁 神戸大学自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究セン

ター教授 

太田 啓之 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター教授 

大髙 泉 筑波大学人間系教授 

大谷 博司 東北大学多元物質科学研究所教授 

大津 元一 東京大学大学院工学系研究科教授 

大塚 俊明 北海道大学大学院工学研究院特任教授 

大戸 茂弘 九州大学大学院薬学研究院教授 

大薮 多可志 金沢星稜大学経済学部経営学科教授 

岡 良隆 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授 

岡崎 正規 石川県立大学生物資源環境学部教授 

小笠原 直毅 奈良先端科学技術大学院大学学長 

岡田 晋 筑波大学数理物質系准教授 

4



 

岡田 哲男 東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻教授 

岡田 利也 大阪府立大学生命環境科学研究科獣医学専攻実験動物学教室教授 

岡田 益男 八戸工業高等専門学校校長 

岡田 守彦 元帝京平成大学ヒューマンケア学部教授 

岡部 繁男 東京大学大学院医学系研究科神経細胞生物学教授 

岡村 達也 文教大学人間科学部教授 

岡村 均 京都大学大学院薬学研究科教授 

岡村 康司 大阪大学大学院医学系研究科統合生理学教室教授 

小川 聡 国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター病院長 

小川 誠 早稲田大学教育学部教授 

小川 恭孝 北海道大学大学院情報科学研究科特任教授 

小川 佳宏 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

興戸 正純 名古屋大学エコトピア科学研究所副所長・教授 

荻原 保成 横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科長・木原生物学研究

所長・教授 

奥田 司 京都府立医科大学分子生化学教授 

尾崎 俊文 千葉県がんセンター（研究所）発がん研究グループ DNA 損傷シグナル

研究室室長 

尾崎 博明 大阪産業大学工学部教授 

長田 裕之 独立行政法人理化学研究所環境資源科学研究センター副センター長 

長田 由紀子 聖徳大学心理・福祉学部心理学科教授 

小澤 岳昌 東京大学大学院理学系研究科化学専攻教授 

小尾 晋之介 慶應義塾大学理工学部機械工学科教授 

改正 恒康 大阪大学免疫学フロンティア研究センター免疫機能統御学寄附研究

部門教授 

加賀爪 優 京都大学農学研究科教授 

柿本 辰男 大阪大学大学院理学研究科教授 

角田 範義 豊橋技術科学大学大学院工学研究科環境・生命工学系教授 

掛下 知行 大阪大学大学院工学研究科教授・研究科長・工学部長 

影近 弘之 東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授 

片浦 弘道 独立行政法人産業技術総合研究所ナノシステム研究部門首席研究員 

片山 佳樹 九州大学大学院工学研究院応用化学部門教授 

加藤 信子 株式会社ブリヂストン中央研究所常勤嘱託フェロー 

加藤 久典 東京大学総括プロジェクト機構特任教授 

角松 生史 神戸大学大学院法学研究科教授 

金丸 昭久 医療法人春秋会城山病院造血器疾患治療開発研究所所長 

金子 周司 京都大学大学院薬学研究科教授 

金子 真 大阪大学大学院工学研究科教授 

上口 裕之 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター神経成長機構研

究チームシニア・チームリーダー 

神谷 茂 杏林大学医学部感染症学教授 
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川井 秀一 京都大学大学院総合生存学館特定教授 

河岸 洋和 静岡大学グリーン科学技術研究所教授 

河﨑 善一郎 大阪大学産業科学研究所招へい教授 

川添 良幸 東北大学未来科学技術共同研究センター教育研究支援者（名誉教授）

河田 則文 大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科教授 

河田 光博 京都府立医科大学大学院医学研究科教授 

河野 憲二 京都大学大学院医学研究科教授 

川端 猛夫 京都大学化学研究所教授 

河原 剛一 北海道大学名誉教授 

川又 雄二郎 東京大学大学院数理科学研究科教授 

河村 憲一 東京工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻准教授 

木嶋 恭一 東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻教授 

北 潔 東京大学大学院医学系研究科教授 

北風 政史 独立行政法人国立循環器病研究センター臨床研究部部長 

北川 昌伸 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

北澤 茂 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

木谷 忍 東北大学大学院農学研究科准教授 

喜多村 昇 北海道大学大学院理学研究院化学部門教授 

北村 幸彦 塩野義製薬株式会社新薬研究所顧問 

喜連川 優 情報・システム研究機構国立情報学研究所所長、東京大学教授 

杵淵 恵美子 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 

木村 健二 京都大学大学院工学研究科教授 

木村 廣道 東京大学大学院薬学系研究科特任教授 

木村 文彦 法政大学理工学部機械工学科教授 

行場 次朗 東北大学大学院文学研究科教授 

清田 洋正 岡山大学大学院環境生命科学研究科教授 

久下 理 九州大学大学院理学研究院教授 

楠田 哲也 九州大学東アジア環境研究機構特別顧問 

工藤 明 東京工業大学大学院生命理工学研究科生命情報専攻教授 

久保 光徳 千葉大学大学院工学研究科教授 

久保 幹 立命館大学生命科学部生物工学科教授 

久万 健志 北海道大学大学院水産科学研究院教授 

倉知 正佳 富山大学名誉教授 

グレッグ 美鈴 神戸市看護大学看護学部教授 

黒岩 厚 名古屋大学大学院理学研究科教授 

黒田 孝二 大日本印刷株式会社研究開発・事業化推進本部理事 

黒田 達朗 名古屋大学大学院環境学研究科教授 

桑野 博行 群馬大学大学院医学系研究科教授 

厳 網林 慶應義塾大学環境情報学部教授 

小池 克明 京都大学大学院工学研究科教授 

小池 孝良 北海道大学大学院農学研究院教授 
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小泉 昭夫 京都大学大学院医学研究科教授 

纐纈 明伯 東京農工大学理事、学術・研究担当副学長 

香西 克之 広島大学医歯薬保健学研究院教授 

光嶋 勲 東京大学医学部附属病院教授 

上月 正博 東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野教授 

越谷 重夫 千葉大学大学院理学研究科教授 

小嶋 智 岐阜大学工学部教授 

小島 智恵子 日本大学商学部教授 

児島 将康 久留米大学分子生命科学研究所教授 

後藤 雅宏 九州大学大学院工学研究院応用化学部門教授 

小長谷 明彦 東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻教授 

小西 郁生 京都大学大学院医学研究科教授 

小林 隆夫 東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム専攻教授 

小林 哲夫 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

小林 広明 東北大学サイバーサイエンスセンターセンター長・教授 

小林 章雄 愛知医科大学医学部衛生学講座教授 

木南 英紀 順天堂大学学長 

小宮山 眞 筑波大学医学医療系教授 

戈木クレイグヒル 滋子 慶應義塾大学看護医療学部教授 

齋藤 隆之 静岡大学グリーン科学技術研究所教授・副所長 

齊藤 宏明 独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所資源海洋部生

態系動態グループ長 

酒井 明 京都大学大学院工学研究科教授 

坂井 修一 東京大学大学院情報理工学系研究科研究科長・教授 

酒井 伸一 京都大学環境安全保健機構教授 

酒井 拓 電気通信大学本部学長特別補佐 

酒井 規雄 広島大学医歯薬保健学研究院教授 

酒井 久和 法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授 

坂田 公夫 SKY エアロスペース研究所所長 

阪原 晴海 浜松医科大学医学部放射線医学講座教授 

﨑村 建司 新潟大学脳研究所教授 

笹川 千尋 一般財団法人日本生物科学研究所常務理事 

佐々木 成 東京医科歯科大学副学長・医歯学総合研究科腎臓内科学教授 

佐々木 弾 東京大学社会科学研究所教授 

佐々木 宏 了德寺大学健康科学部部長 

笹田 昌孝 滋賀県病院事業庁県立成人病センター総長 

佐竹 正延 東北大学加齢医学研究所教授 

佐藤 英一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授 

佐藤 一則 長岡技術科学大学環境・建設系教授 

佐藤 真一 情報・システム研究機構国立情報学研究所コンテンツ科学研究系教授

佐藤 智典 慶應義塾大学理工学部教授 
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佐藤 矩行 沖縄科学技術大学院大学マリンゲノミクス・ユニット教授 

佐藤 博 金沢大学がん進展制御研究所教授 

佐藤 公道 京都大学名誉教授 

佐藤 良一 広島大学工学研究院特任教授 

里中 忍 熊本大学大学院自然科学研究科教授 

佐野 明人 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 

佐野 庸治 広島大学工学研究院教授 

佐野 正人 山形大学大学院理工学研究科教授 

佐邊 壽孝 北海道大学大学院医学研究科生化学講座分子生物学分野教授 

佐谷 秀行 慶應義塾大学医学部教授 

塩谷 雅人 京都大学生存圏研究所教授 

七田 芳則 京都大学大学院理学研究科教授 

信濃 卓郎 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター

福島研究拠点農業放射線研究センターセンター長 

篠崎 一雄 独立行政法人理化学研究所環境資源化学研究センターセンター長 

篠崎 和子 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

篠本 滋 京都大学大学院理学研究科准教授 

澁木 克栄 新潟大学脳研究所教授 

渋谷 彰 筑波大学医学医療系教授 

島本 啓子 公益財団法人サントリー生命科学財団生物有機科学研究所構造生命

科学研究部生体分子化学グループグループ長・主幹研究員 

清水 孝一 北海道大学大学院情報科学研究科教授 

清水 重臣 東京医科歯科大学難治疾患研究所教授 

清水 宏 北海道大学大学院医学研究科教授 

下川 宏明 東北大学大学院医学系研究科循環器内科学教授 

下瀬 省二 広島大学医歯薬保健学研究院合健康科学部門医学分野整形外科学准

教授 

鍾 寧 前橋工科大学工学部生命情報工学科教授 

庄子 習一 早稲田大学理工学術院基幹理工学部電子光システム学科教授 

正田 晋一郎 東北大学大学院工学研究科教授 

城石 俊彦 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所系統生物研究センター教授

末元 徹 東京大学物性研究所教授 

末吉 敏則 熊本大学大学院自然科学研究科情報電気電子工学専攻教授 

須貝 威 慶應義塾大学薬学部薬科学科教授 

菅野 純夫 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

菅原 正雄 日本大学文理学部化学科教授 

杉村 博之 京都大学大学院工学研究科教授 

杉本 幸裕 神戸大学大学院農学研究科教授 

鈴木 彰 立命館大学総合科学技術研究機構客員研究教員（教授） 

鈴木 勉 北見工業大学工学部バイオ環境化学科教授 

鈴木 寛治 東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻教授 
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鈴木 雅一 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

鈴木 譲 東京大学名誉教授 

鈴木 款 静岡大学創造科学技術大学院特任教授 

須田 貴司 金沢大学がん進展制御研究所教授 

須藤 雅夫 静岡大学大学院工学研究科教授 

須山 幹太 九州大学生体防御医学研究所教授 

関 隆広 名古屋大学大学院工学研究科物質制御工学専攻教授 

関根 智幸 上智大学名誉教授 

関谷 博 九州大学大学院理学研究院教授 

妹尾 昌治 岡山大学大学院自然科学研究科研究科長・教授 

瀬谷 司 北海道大学大学院医学研究科教授 

十川 和博 東北大学大学院生命科学研究科教授 

高尾 敏文 大阪大学蛋白質研究所教授 

高尾 正敏 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室特任教授（常勤） 

高倉 伸幸 大阪大学微生物病研究所教授 

高島 和希 熊本大学大学院自然科学研究科大学院自然科学研究科長 

高須 晃 島根大学総合理工学研究科教授 

高橋 智 筑波大学医学医療系教授 

髙橋 英和 東京医科歯科大学歯学部教授 

高橋 正彦 東北大学多元物質科学研究所教授 

高橋 正身 北里大学医学部教授 

高橋 義朗 京都大学理学研究科教授 

田川 智彦 名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻教授 

瀧川 雄一 静岡大学創造科学技術大学院教授 

滝口 雅文 熊本大学エイズ学研究センターセンター長・教授 

田口 智章 九州大学大学院医学研究院教授 

内匠 透 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター精神生物学研究

チームチームリーダー 

多久和 陽 金沢大学医薬保健研究域医学系教授 

竹居 光太郎 横浜市立大学大学院生命医科学研究科教授 

竹園 恵 新潟工科大学工学部環境科学科教授 

武田 一哉 名古屋大学大学院情報科学研究科教授 

武田 利明 岩手県立大学看護学部教授 

武田 守 日本歯科大学生命歯学部生理学講座准教授 

竹縄 忠臣 神戸大学大学院医学研究科特命教授 

武若 耕司 鹿児島大学大学院理工学研究科教授 

舘田 英典 九州大学大学院理学研究院教授 

田所 諭 東北大学大学院情報科学研究科教授 

田中 光一 東京医科歯科大学難治疾患研究所分子神経科学教授 

田中 俊逸 北海道大学大学院地球環境科学研究院教授 

田中 仁 東北大学大学院工学研究科教授 
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田中 宏明 京都大学大学院工学研究科教授 

田邉 進 公益財団法人テルモ科学技術振興財団理事 

田邊 勉 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・認知行動医学講座・細胞

薬理学分野教授 

谷内 哲夫 東北大学国際高等研究教育機構学際科学フロンティア研究所教授 

谷垣 勝己 東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授 

谷川 允彦 医療法人篤靜会谷川記念病院理事長・院長 

谷川原 祐介 慶應義塾大学医学部教授 

谷口 和之 岩手大学名誉教授 

谷口 寿章 徳島大学疾患酵素学研究センター教授 

谷口 彬雄 信州大学繊維学部名誉教授・特任教授 

谷田 純 大阪大学大学院情報科学研究科教授 

田上 英一郎 名古屋大学地球水循環研究センター特任教授 

田原 秀晃 東京大学医科学研究所教授 

玉野 和志 首都大学東京大学院人文科学研究科教授 

玉巻 伸章 熊本大学生命科学研究部脳回路構造学教授 

民谷 栄一 大阪大学大学院工学研究科教授 

田村 浩一郎 首都大学東京理工学研究科生命科学専攻教授 

近久 武美 北海道大学大学院工学研究院エネルギー環境システム部門エネルギ

ー変換システム部門教授 

千田 和広 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

千葉 寛 千葉大学大学院薬学研究院教授 

千原 和夫 兵庫県立加古川医療センター院長 

中條 善樹 京都大学大学院工学研究科教授 

筑波 隆幸 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

津田 敦 東京大学大気海洋研究所教授 

恒川 篤史 鳥取大学乾燥地研究センター教授 

坪田 誠 大阪市立大学大学院理学研究科物性物理学専攻教授 

津村 義彦 独立行政法人森林総合研究所森林遺伝研究領域領域長 

鶴田 三郎 東京海洋大学理事・副学長 

寺内 良平 公益財団法人岩手生物工学研究センター生命科学研究部研究部長 

寺岡 靖剛 九州大学大学院総合理工学研究院教授 

土井 知子 京都大学大学院理学研究科准教授 

土井 美和子 株式会社東芝研究開発センター首席技監 

唐 常源 千葉大学大学院園芸学研究科教授 

堂免 一成 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授 

遠山 育夫 滋賀医科大学分子神経科学研究センター教授 

土岐 博 大阪大学産学連携本部特任教授 

徳下 善孝 電源開発株式会社技術開発部研究推進室シニアエキスパート 

利島 保 広島大学医歯薬保健学研究院特任教授 

友岡 克彦 九州大学先導物質化学研究所教授 
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友永 雅己 京都大学霊長類研究所准教授 

鳥光 慶一 東北大学大学院工学研究科バイオロボティクス専攻教授 

鳥山 欽哉 東北大学大学院農学研究科教授 

内藤 晶 横浜国立大学大学院工学研究院教授 

内藤 哲 北海道大学大学院農学研究院教授 

直江 清隆 東北大学大学院文学研究科教授 

直江 知樹 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長 

仲井 清眞 愛媛大学大学院理工学研究科教授 

永井 由佳里 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科教授 

長尾 忠昭 独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠

点グループリーダー 

中川 雅之 日本大学経済学部教授 

中里 雅光 宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野教授 

中沢 浩 大阪市立大学大学院理学研究科物質分子系専攻教授 

中島 秀明 慶應義塾大学医学部血液内科准教授 

長洲 毅志 エーザイ株式会社 EPCS・CINO 付担当部長 

中田 俊彦 東北大学大学院工学研究科教授 

中辻 憲夫 京都大学物質－細胞統合システム拠点教授･設立拠点長 

中野 隆史 群馬大学大学院医学系研究科教授 

中邑 賢龍 東京大学先端科学技術研究センター教授 

中村 貴義 北海道大学電子科学研究所教授 

中村 恒明 東京ガス株式会社資源事業本部海外事業部部長 

長村 利彦 北九州工業高等専門学校物質化学工学科特命教授 

中村 春木 大阪大学蛋白質研究所教授 

中山 喜萬 大阪大学名誉教授 

夏秋 知英 宇都宮大学農学部教授 

生田目 美紀 筑波技術大学産業技術学部教授 

生川 善雄 千葉大学教育学部教授 

成瀬 一郎 名古屋大学エコトピア科学研究所教授 

新妻 弘明 東北大学未来科学技術共同研究センター客員教授（教育研究支援者）

新村 信雄 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特命研究員 

西 昭徳 久留米大学医学部薬理学講座教授 

西 義介 長浜バイオ大学バイオサイエンス学科教授 

西尾 和人 近畿大学医学部教授 

西川 徹 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

錦谷 禎範 JX 日鉱日石エネルギー株式会社研究開発本部中央技術研究所エグゼ

クティブリサーチャー 

西田 篤司 千葉大学大学院薬学研究院教授 

西田 睦 琉球大学理事・副学長 

西谷 和彦 東北大学大学院生命科学研究科教授 

西原 達郎 元アスビオファーマ株式会社顧問 
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西平 賀昭 筑波大学体育系教授 

西村 幹夫 自然科学研究機構基礎生物学研究所高次細胞機構研究部門教授 

西山 繁 慶應義塾大学理工学部教授 

西山 久雄 名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻教授 

二宮 善彦 中部大学工学部応用化学科教授 

貫和 敏博 みやぎ県南中核病院企業団企業長 

根木 昭 神戸大学本部理事・副学長 

根本 靖久 東北大学研究推進本部 URA センター特任教授 

野上 潤造 岡山理科大学工学部教授 

野口 昌幸 北海道大学遺伝子病制御研究所癌生物分野教授 

野崎 正美 大阪大学微生物病研究所准教授 

野島 博 大阪大学微生物病研究所教授 

野田 博明 独立行政法人農業生物資源研究所昆虫科学研究領域研究専門員 

野村 晋太郎 筑波大学数理物質系准教授 

羽賀 浩一 仙台高等専門学校広瀬キャンパス地域イノベーションセンター教授 

羽坂 雅之 長崎大学地域教育連携・支援センターコーディネーター 

橋田 俊之 東北大学大学院工学研究科教授 

橋田 充 京都大学大学院薬学研究科教授 

橋本 隆 久留米大学医学部皮膚科学講座教授 

橋本 哲男 筑波大学生命環境系教授 

橋本 洋志 産業技術大学院大学産業技術研究科教授 

長谷川 昭 東北大学大学院理学研究科名誉教授・客員教授 

長谷川 卓 金沢大学理工研究域自然システム学系地球学コース教授 

長谷部 伸治 京都大学大学院工学研究科教授 

長谷部 光弘 九州工業大学工学部名誉教授 

花木 啓祐 東京大学大学院工学系研究科教授 

羽地 達次 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授 

馬場 俊秀 東京工業大学大学院総合理工学研究科化学環境学専攻教授 

馬場 嘉信 名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻教授 

濱田 博司 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

林 純一 筑波大学生命環境系教授 

原口 誠 北海道大学大学院情報科学研究科教授 

原田 実根 唐津東松浦医師会医療センター院長 

春名 正光 大阪大学産学連携本部イノベーション部特任教授 

晴山 雅人 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院陽子線治療研究

所所長 

日浦 勉 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授 

久永 眞市 首都大学東京大学院理工学研究科教授 

兵頭 俊夫 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所研究員 

平島 剛 九州大学大学院工学研究院教授 

平田 公一 札幌医科大学附属病院病院長 
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平野 丈夫 京都大学理学研究科生物科学専攻教授 

平山 謙二 長崎大学熱帯医学研究所教授 

廣川 信隆 東京大学大学院医学系研究科細胞生物学／分子構造・動態学講座特任

教授 

廣田 洋 独立行政法人理化学研究所長田抗生物質研究室研究嘱託 

深井 朋樹 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター脳回路機能理論

研究チームチームリーダー 

深水 昭吉 筑波大学生命環境系教授 

福井 裕行 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授 

福島 隆司 政策研究大学院大学政策研究科教授 

福島 武彦 筑波大学生命環境系教授 

福林 徹 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

福山 恵一 大阪大学大学院工学研究科特任教授 

藤井 敏 静岡県立大学薬学部客員教授 

藤井 毅 独立行政法人農業環境技術研究所生物生態機能研究領域領域長 

藤井 輝夫 東京大学生産技術研究所教授 

藤井 正明 東京工業大学ソリューション研究機構教授 

藤倉 良 法政大学人間環境学部教授 

藤澤 順一 関西医科大学医学部教授 

藤田 尚志 京都大学ウイルス研究所教授 

藤本 豊士 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

藤本 浩志 早稲田大学人間科学学術院教授 

藤吉 好則 名古屋大学大学院創薬科学研究科特任教授 

藤原 晴彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

藤原 康文 大阪大学大学院工学研究科教授 

二井 一禎 京都大学名誉教授、同志社大学非常勤講師、龍谷大学非常勤講師 

船造 俊孝 中央大学理工学部教授 

古城 紀雄 大阪大学客員教授・名誉教授 

宝野 和博 独立行政法人物質・材料研究機構磁性材料ユニットフェロー 

堀切川 一男 東北大学大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻教授 

堀 寛 名古屋大学遺伝子実験施設招聘客員教授・名誉教授 

本城 和彦 電気通信大学大学院情報理工学研究科情報・通信工学専攻教授 

馬 建鋒 岡山大学資源植物科学研究所教授 

前 一廣 京都大学大学院工学研究科教授 

前迫 孝憲 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

前島 正義 名古屋大学大学院生命農学研究科教授・研究科長・農学部長 

前田 正信 和歌山県立医科大学医学部生理学第２講座教授 

槇島 誠 日本大学医学部教授 

正井 久雄 公益財団法人東京都医学総合研究所ゲノム医科学研究分野センター

長 

真島 豊 東京工業大学応用セラミックス研究所教授 
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升島 努 独立行政法人理化学研究所生命システム研究センター一細胞質量分

析研究チームチームリーダー 

増田 税 北海道大学大学院農学研究院教授 

増田 秀樹 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 

町田 泰則 名古屋大学大学院理学研究科特任教授 

松尾 清一 名古屋大学大学院医学系研究科教授 

松岡 裕美 高知大学教育研究部自然科学系理学部門准教授 

松岡 信 名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授 

松岡 昌則 北海道大学名誉教授、秋田大学名誉教授 

松田 秀雄 大阪大学大学院情報科学研究科教授 

松永 是 東京農工大学学長 

松橋 博美 北海道教育大学教育学部函館校教授 

松見 豊 名古屋大学太陽地球環境研究所教授 

松村 晶 九州大学大学院工学研究院教授・副研究院長 

松村 道雄 大阪大学太陽エネルギー化学研究センター教授 

松本 章一 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻応用化学分野教授 

松本 邦弘 名古屋大学大学院理学研究科教授 

松本 健郎 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 

松本 直通 横浜市立大学医学群教授 

松本 睦良 東京理科大学基礎工学部材料工学科教授 

真鍋 俊也 東京大学医科学研究所教授 

馬原 保典 京都大学名誉教授 

丸山 俊夫 東京工業大学理事・副学長 

三浦 純 豊橋技術科学大学大学院工学研究科情報・知能工学系教授 

三浦 正幸 東京大学大学院薬学系研究科教授 

三上 幸一 東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻教授 

三上 哲夫 北海道大学大学院農学研究院教授 

三木 一司 独立行政法人物質・材料研究機構高分子材料ユニットグループリーダ

ー 

三品 昌美 立命館大学総合科学技術研究機構特別招聘研究教員（教授） 

水田 正志 古河機械金属株式会社半導体装置事業室室長 

水谷 一樹 三重大学名誉教授 

水野 武 独立行政法人理化学研究所今本細胞核機能研究室専任研究員 

水野 哲孝 東京大学大学院工学系研究科教授 

水野 元博 金沢大学理工研究域物質化学系教授 

三谷 章 京都大学大学院医学研究科教授 

蓑島 伸生 浜松医科大学メディカルフォトニクス研究センター教授 

三原 勝芳 九州大学大学院医学研究院名誉教授 

宮川 剛 藤田保健衛生大学総合医科学研究所教授 

宮坂 力 桐蔭横浜大学大学院工学研究科教授 

宮崎 敏明 会津大学コンピュータ理工学部教授 
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宮澤 陽夫 東北大学大学院農学研究科教授 

宮下 直 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

宮田 健 崇城大学薬学部特任教授 

宮田 譲 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系教授 

向井 苑生 京都情報大学院大学応用情報技術研究科教授 

村岡 裕明 東北大学電気通信研究所教授 

村上 孝三 大阪大学名誉教授 

村上 富士夫 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

村田 幸作 摂南大学理工学部生命科学科教授 

村田 昌之 東京大学大学院総合文化研究科教授 

室田 淳一 東北大学電気通信研究所特任教授 

森 俊介 東京理科大学理工学部経営工学科教授 

森 司 日本大学生物資源科学部教授 

森 浩禎 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授 

森 満 札幌医科大学医学部教授 

森下 和広 宮崎大学医学部機能制御学講座腫瘍生化学分野教授 

森島 繁生 早稲田大学理工学術院教授 

森田 公一 長崎大学熱帯医学研究所所長 

森本 哲夫 愛媛大学農学部教授 

森脇 広 鹿児島大学法文学部教授 

諸橋 憲一郎 九州大学大学院医学研究院教授（主幹教授） 

門出 政則 佐賀大学海洋エネルギー研究センター教授 

八尾 寛 東北大学大学院生命科学研究科教授 

八木 晋一 明星大学大学院情報学研究科教授 

八杉 貞雄 京都産業大学総合生命科学部教授 

安田 喜憲 東北大学大学院環境科学研究科教授 

安盛 敦雄 東京理科大学基礎工学部材料工学科教授 

矢冨 裕 東京大学医学部附属病院教授 

矢野 由起 滋賀大学教育学部教授 

山内 直人 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

山口 隆美 東北大学名誉教授・大学院医工学研究科特任教授 

山口 真美 中央大学文学部教授 

山口 政光 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授 

山越 憲一 金沢大学理工研究域名誉教授、昭和大学医学部客員教授、北海道大学

医療工学部客員教授 

山下 英俊 山形大学医学部学部長 

山下 幹雄 北海道大学名誉教授、千歳科学技術大学客員教授、京都光技術研究会

会長 

山田 和芳 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所所長 

山田 憲政 北海道大学大学院教育学研究院教授 

山田 昌和 杏林大学医学部眼科学教授 
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山田 実 金沢大学理工研究域電子情報学系教授 

山田 好秋 新潟大学理事（財務担当）・副学長 

山田 芳司 三重大学生命科学研究支援センター教授 

山中 一郎 東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻教授 

山野井 昭雄 味の素株式会社本社社友 

山村 雅幸 東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻教授 

山本 鋼志 名古屋大学大学院環境学研究科教授 

山本 修一 創価大学工学部環境共生工学科教授・大学院工学研究科長 

山本 隆夫 群馬大学理工学研究院理工学基盤部門教授 

山本 亘彦 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

山本 寛 日本大学理工学部学部（船橋校舎）次長 

山本 義春 東京大学大学院教育学研究科教授 

山森 哲雄 自然科学研究機構基礎生物学研究所脳生物学研究部門教授 

湯ノ口 万友 鹿児島大学大学院理工学研究科教授 

横山 直樹 独立行政法人産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門連

携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンター連携研究体長 

吉荒 聡 東京女子大学現代教養学部数理科学科数学専攻教授 

吉田 多見男 株式会社島津製作所顧問・技監 

吉田 博 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

吉野 淳二 東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻教授 

吉村 悦郎 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻教授 

吉村 陽子 藤田保健衛生大学医学部形成外科教授 

吉森 保 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

世取山 洋介 新潟大学人文社会・教育科学系（教育学部）准教授 

米川 博通 公益財団法人東京都医学総合研究所基盤技術研究センター・遺伝子改

変動物室シニア研究員 

林 愛明 京都大学理学研究科教授 

脇谷 尚樹 静岡大学大学院工学研究科電子物質科学専攻教授・電子工学研究所教

授 

渡辺 隆行 九州大学大学院工学研究院教授 

渡辺 正 東京理科大学総合教育機構教授 

渡邉 聡明 東京大学医学部附属病院教授 

渡邊 康玄 北見工業大学工学部社会環境工学科教授 

  

 （計 570 名）
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