
平成30年度卓越研究員候補者選考　審査員(五十音順）
（平成30年8月1日で任期が終了している者）

通番号 審査員氏名 所  属  等

1 青井 伸也 京都大学  工学研究科  講師

2 青柳 里果 成蹊大学  理工学部  教授

3 赤染 康久 聖マリアンナ医科大学  医学部  講師

4 芦内 誠 高知大学  農林海洋科学部  教授

5 足立 典隆 横浜市立大学  生命ナノシステム科学研究科  教授

6 安部 利之 愛媛大学  教育学部  教授

7 池田 啓子 国際医療福祉大学  医学部  教授

8 池田 元美 北海道大学    名誉教授

9 石崎 貴裕 芝浦工業大学  工学部  教授

10 板倉 数記 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構  素粒子原子核研究所  研究機関講師

11 伊東 章 東京工業大学    名誉教授

12 伊藤 俊樹 神戸大学  バイオシグナル総合研究センター  教授

13 今井 裕 鹿児島大学  総合教育機構  准教授

14 岩間 厚志 千葉大学  大学院医学研究院  教授

15 上原 北斗 首都大学東京  理工学研究科  准教授

16 宇都野 穣 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  先端基礎研究センター  研究主幹

17 馬田 綾子 梅花女子大学  文化表現学部  名誉教授

18 太田 博樹 北里大学  医学部  准教授

19 大塚 聡子 埼玉工業大学  人間社会学部  教授

20 大山 拓次 山梨大学  総合研究部  准教授

21 尾形 哲也 早稲田大学  理工学術院  教授

22 小川 貴志子 静岡県立大学  食品栄養科学部  客員研究員

23 奥村 剛 お茶の水女子大学  基幹研究院  教授

24 小澤 毅 三重大学  人文学部  教授

25 勝山 裕 滋賀医科大学  医学部医学科  教授

26 加藤 雄介 東京大学  総合文化研究科  教授

27 金岡 鐘局 滋賀県立大学  工学部  教授

28 川越 謙一 金沢大学  理工研究域数物科学系  講師

29 菊地 優 北海道大学  工学研究院  教授

30 岸根 順一郎 放送大学  教養学部  教授

31 木田 徹也 熊本大学  大学院先端科学研究部  教授

32 北川 貴士 東京大学  大気海洋研究所  准教授

33 北田 貴弘 徳島大学  大学院社会産業理工学研究部  特任教授

34 木山 亮一 九州産業大学  生命科学部  教授

35 国分 紀秀 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構  宇宙科学研究所  准教授

36 近藤 高明 名古屋大学  医学系研究科  教授

37 坂本 宏 東京大学  素粒子物理国際研究センター  元教授

38 坂本 比呂志 九州工業大学  大学院情報工学研究院  教授

39 作田 庄平 帝京大学  理工学部  教授

40 笹木 亮 富山大学  工学部  教授

41 佐藤 雅志 東北大学  農学研究科  産学官連携研究員

42 佐藤 学 八戸工業大学  工学研究科  教授

43 柴崎 幸次 愛知県立芸術大学  美術学部  教授

44 島田 順一 京都府立医科大学  大学院医学研究科  准教授

45 鈴木 チセ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  畜産研究部門  ユニット長

46 瀬戸 章文 金沢大学  自然システム学系  教授

47 瀬戸 秀紀 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構  物質構造科学研究所  教授

48 曽根 雅紀 東邦大学  理学部  准教授

49 高須 昌子 東京薬科大学  生命科学部  教授

50 高村 昇 長崎大学  原爆後障害医療研究所  教授

51 竹内 大介 弘前大学  理工学部  教授

52 武田 定 北海道大学  理学研究院  教授

53 多々見 純一 横浜国立大学  環境情報研究院  教授

54 田中 茂雄 金沢大学  機械工学系  教授

55 田渕 克彦 信州大学  学術研究院医学系  教授
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56 田和 圭子 関西学院大学  理工学部  教授

57 千葉 剛 日本大学  文理学部  教授

58 出口 敦子 東京女子医科大学  医学部  助教

59 寺尾 潤 東京大学  総合文化研究科  教授

60 床谷 文雄 大阪大学  国際公共政策研究科  教授

61 富岡 幸子 鳥取大学  農学部  准教授

62 中島 美紀 金沢大学  薬学系  教授

63 中西 毅 国立研究開発法人産業技術総合研究所  数理先端材料モデリング オープンイノベーションラボラトリ  ラボ長

64 中野 秀之 株式会社豊田中央研究所  戦略研究部門  主監

65 中原 恒 東北大学  理学研究科  准教授

66 中山 紀子 中部大学  国際関係学部  教授

67 西田 佐知子 名古屋大学  博物館  准教授

68 西村 隆 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター（東京都）  心臓外科  部長

69 根本 清光 東邦大学  薬学部  教授

70 萩原 学 千葉大学  大学院理学研究院  准教授

71 橋本 貴美子 東京農業大学  生命科学部  教授

72 長谷川 正 名古屋大学  大学院工学研究科  教授

73 秦 誠一 名古屋大学  大学院工学研究科  教授

74 匹田 政幸 九州工業大学  工学（系）研究科（研究院）  教授

75 菱山 玲子 早稲田大学  理工学術院  教授

76 藤室 雅弘 京都薬科大学  生命薬科学系  教授

77 前園 涼 北陸先端科学技術大学院大学  先端科学技術研究科  教授

78 増田 聡 東北大学  経済学研究科  教授

79 松浦 望 久留米工業大学  工学部  准教授

80 松原 聖 日本大学  商学部  教授

81 松本 邦夫 金沢大学  がん進展制御研究所  教授

82 三浦 薫（野村薫） 公益財団法人サントリー生命科学財団  構造生命科学研究部  研究員

83 水野 清義 九州大学  総合理工学研究院  教授

84 溝口 照康 東京大学  生産技術研究所  准教授

85 宮本 敬久 九州大学  農学研究院  教授

86 向井 敏司 神戸大学  工学研究科  教授

87 向井 利春 名城大学  理工学部  教授

88 村木 里志 九州大学  芸術工学研究院  教授

89 百瀬 宗武 茨城大学  理学部  教授

90 森山 茂章 福岡大学  工学部  教授

91 八木 春生 筑波大学  芸術系  教授

92 安元 純 琉球大学  農学部  助教

93 山崎 晴雄 首都大学東京    名誉教授

94 山本 孝夫 大阪大学  工学研究科  教授

95 湯川 嘉津美 上智大学  総合人間科学部  教授

96 吉見 靖男 芝浦工業大学  工学部  教授
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