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青木　孝文 東北大学・大学院情報科学研究科・教授

審良　静男 大阪大学・免疫学フロンティア研究センター・特任教授
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荒瀬　尚 大阪大学・微生物病研究所  ・教授
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安藤　和也 慶應義塾大学・理工学部・准教授

安藤　正史 近畿大学・農学部・教授

五十嵐　和彦 東北大学・大学院医学系研究科・教授

石川　顕一 東京大学・大学院工学系研究科・教授

石川　冬木 京都大学・大学院生命科学研究科・教授

石橋　純一郎 九州大学・大学院理学研究院・准教授

泉田　信行 国立社会保障・人口問題研究所・社会保障応用分析研究部・部長

伊丹　健一郎 名古屋大学・トランスフォーマティブ生命分子研究所・教授

市村　哲 大妻女子大学・社会情報学部情報デザイン専攻・教授

伊藤　智義 千葉大学・大学院工学研究院・教授（副理事）

伊東　裕司 慶應義塾大学・文学部・教授

稲垣　暢也 京都大学・医学研究科・教授

射場　厚 九州大学・大学院理学研究院・教授

伊庭　英夫 千葉大学・真菌医学研究センター・特任教授

井原　敏博 熊本大学・大学院先端科学研究部・教授

今井　猛 九州大学・大学院医学研究院・教授

岩男　泰 慶應義塾大学病院・予防医療センター・教授・センター長

岩崎　雅彦 理化学研究所・開拓研究本部・主任研究員

岩崎　学 横浜市立大学・データサイエンス学部・教授

岩渕　好治 東北大学・大学院薬学研究科・教授

印東　道子 国立民族学博物館・名誉教授

上田　貴志 基礎生物学研究所・細胞動態研究部門・教授

上田　宏 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

上原　洋一 東北大学・電気通信研究所・教授

上宮　成之 岐阜大学・工学部・教授

臼井　恵美子 一橋大学・経済研究所・准教授

内川　隆志 國學院大學・研究開発推進機構・教授

内田　博久 金沢大学・理工研究域・フロンティア工学系・教授

海田　輝之 岩手大学・名誉教授

海野　進 金沢大学・地球社会基盤学系・教授

宇理須　恒雄 名古屋大学・未来社会創造機構・客員教授

永樂　元次 京都大学・ウイルス再生医科学研究所・教授

江口　正 東京工業大学・理学院・教授

榎原　雅治 東京大学・史料編纂所・教授
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遠藤　斗志也 京都産業大学・生命科学部・教授

大谷　光春 早稲田大学・理工学術院・教授

大仁田　義裕 大阪市立大学・数学研究所・教授

大沼　あゆみ 慶應義塾大学・経済学部・教授

大場　司 秋田大学・大学院国際資源学研究科・教授

大森　隆司 玉川大学・工学部・教授

岡崎　拓 徳島大学・先端酵素学研究所・教授

岡田　雅人 大阪大学・微生物病研究所・教授

岡田　至崇 東京大学・先端科学技術研究センター・教授

小川　浩三 専修大学・法学部・教授

小川　渉 神戸大学・大学院医学研究科・教授
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興戸　正純 名古屋大学・未来材料・システム研究所・教授

小口　孝司 立教大学・現代心理学部・教授

小田　俊理 東京工業大学・名誉教授

落合　啓之 九州大学・マス・フォア・インダストリ研究所・教授

小野　哲生 大阪大学・経済学研究科・教授

小野　輝男 京都大学・化学研究所・教授

小野　正弘 明治大学・文学部・教授

小野里　雅彦 北海道大学・大学院情報科学研究院・教授

柿沼　志津子 量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所・副所長

加来　浩平 川崎医科大学・学長付・特任教授

笠井　和彦 東京工業大学・未来産業技術研究所・特任教授

梶川　浩太郎 東京工業大学・工学院・教授

梶原　誠司 九州工業大学・情報工学研究院・教授、情報工学研究院長

春日　直樹 一橋大学・名誉教授

片岡　寛章 宮崎大学・医学部・教授

片桐　恭弘 公立はこだて未来大学・学長

勝本　信吾 東京大学・物性研究所・教授

加藤　総夫 東京慈恵会医科大学・医学部・教授

加藤　昌志 名古屋大学・医学系研究科・教授

金井　求 東京大学・大学院薬学系研究科・教授

金川　久一 千葉大学・大学院理学研究院・教授

鎌倉　稔成 中央大学・理工学部・教授

川上　智規 富山県立大学・工学部・教授

川上　秀史 広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授

岸本　昭 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授

北村　俊雄 東京大学・医科学研究所・センター長・教授

木村　郁夫 鹿児島大学・産学・地域共創センター・特任教授

木村　玲欧 兵庫県立大学・環境人間学部・教授

行場　次朗 尚絅学院大学・総合人間科学系心理部門・教授

桐　博英 農林水産省・農林水産技術会議事務局・研究調整官

日下部　岳広 甲南大学・理工学部・教授

楠　房子 多摩美術大学・美術学部・教授

久保田　聡 岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授

藏重　久弥 神戸大学・先端融合研究環・教授

黒澤　正紀 筑波大学・生命環境系・准教授

郡司　隆男 神戸松蔭女子学院大学・文学部・教授

小池　康晴 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

河野　公俊 国立交通大学・国際半導体産業学院・講座教授

小木曽　望 大阪府立大学・工学研究科・教授

小﨑　隆 愛知大学・国際コミュニケーション学部・教授

後藤　秀昭 広島大学・大学院文学研究科・准教授

後藤　英和 大阪物療大学・保健医療学部・教授

小松　高行 長岡技術科学大学・技学研究院・特任教授

小山　博之 岐阜大学・応用生物科学部・教授

近藤　正章 東京大学・大学院情報理工学系研究科・准教授

斎木　敏治 慶應義塾大学・理工学部・教授
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齋藤　賢一 関西大学・システム理工学部・教授

齊藤　伸 東北大学・大学院工学研究科・教授

齊藤　準 秋田大学・理工学研究科・教授

相賀　裕美子 国立遺伝学研究所・遺伝形質研究系・教授
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阪井　康能 京都大学・大学院農学研究科・教授

坂本　昌巳 千葉大学・大学院工学研究院・教授

作間　誠 広島大学・大学院理学研究科・教授

櫻井　和朗 北九州市立大学・国際環境工学部・教授

佐々木　卓也 徳島大学・医歯薬学研究部・教授

佐々木　史雄 産業技術総合研究所・電子光技術研究部門・上級主任研究員

佐々木　誠 東北大学・大学院生命科学研究科・教授

佐宗　章弘 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

佐藤　真一 国立情報学研究所・コンテンツ科学研究系・教授

佐藤　隆幸 高知大学・教育研究部医療学系・基礎医学部門・教授

佐藤　寛 アジア経済研究所・研究推進部・上席主任調査研究員

芝　清隆 がん研究会・がん研究所・蛋白創製研究部・部長

芝﨑　太 東京都医学総合研究所・ゲノム医科学研究分野・プロジェクトリーダー

柴田　康行 国立環境研究所・環境計測研究センター・フェロー

島田　敏宏 北海道大学・大学院工学研究院・教授

島ノ江　憲剛 九州大学・大学院総合理工学研究院・教授

自見　英治郎 九州大学・歯学研究院・教授

徐　超男 産業技術総合研究所・総括研究主幹

白井　肇 埼玉大学・理工学研究科・教授

新野　秀憲 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

杉立　徹 広島大学・学術部・特任教授

鈴木　聡 神戸大学・大学院医学研究科・教授

鈴木　亮子 慶應義塾大学・経済学部・教授

隅山　健太 理化学研究所・生命機能科学研究センター・ユニットリーダー

関　修平 京都大学・大学院工学研究科・教授

関　実 千葉大学・理事（副学長）、大学院工学研究院・教授

仙場　浩一 情報通信研究機構・未来ICT研究所・上席研究員

高井　義造 大阪大学・大学院工学研究科・教授

高折　晃史 京都大学・医学研究科・教授

高久田　和夫 東京医科歯科大学・名誉教授

高田　穣 京都大学・大学院生命科学研究科・教授

高村　仁 東北大学・大学院工学研究科・教授

田川　智彦 豊田工業高等専門学校・校長

田口　雄一郎 東京工業大学・理学院・教授

竹田　雅好 関西大学・システム理工学部・教授

竹中　康司 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

竹見　哲也 京都大学・防災研究所・准教授

竹村　治雄 大阪大学・サイバーメディアセンター・教授

田妻　進 広島大学・総合内科・総合診療科・教授

田中　歩 北海道大学・名誉教授

田中　耕一郎 京都大学・大学院理学研究科・教授

田中　正光 秋田大学・大学院医学系研究科・教授

田中　学 大阪大学・接合科学研究所・教授

田辺　信介 愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・特別栄誉教授

谷　健一郎 国立科学博物館・地学研究部・研究主幹

玉置　雅紀 国立環境研究所・福島支部・室長
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田村　宏治 東北大学・大学院生命科学研究科・教授

津田　正史 高知大学・総合科学系・教授

津田　雅孝 東北大学・大学院生命科学研究科・教授

妻木　範行 京都大学・iPS細胞研究所 ・教授

寺坂　宏一 慶應義塾大学・理工学部・教授

徳永　万喜洋 東京工業大学・生命理工学院・教授

利根川　吉廣 東京工業大学・理学院・教授

中井　裕 新潟食料農業大学・食料産業学部・教授

長岡　貞男 東京経済大学・経済学部・教授
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中川　晋作 大阪大学・大学院薬学研究科・教授

長崎　幸夫 筑波大学・数理物質系・教授

中里　和郎 名古屋大学・名誉教授、名古屋大学・低温プラズマ科学センター・研究員

永島　英夫 九州大学・先導物質化学研究所・教授

中田　慎一郎 大阪大学・医学系研究科・教授

長田　哲也 京都大学・大学院理学研究科・教授

永田　俊 東京大学・大気海洋研究所・教授

中畑　雅行 東京大学・宇宙線研究所・教授

長棟　輝行 総合研究奨励会・コーディネーター

中村　栄三 岡山大学・惑星物質研究所・教授

南條　正巳 東北大学・名誉教授

西田　宏記 大阪大学・大学院理学研究科・教授

西森　克彦 福島県立医科大学・肥満・体内炎症解析研究講座・特任教授

西山　久雄 名古屋産業科学研究所・研究部・研究員

庭野　道夫 東北福祉大学・感性福祉研究所・特任教授

野地　博行 東京大学・大学院工学系研究科・教授

野田　朝男 放射線影響研究所・分子生物科学部・部長

野波　寛 関西学院大学・社会学部・教授

橋本　真一 金沢大学・医薬保健学総合研究科・特任教授

長谷川　哲也 東京大学・大学院理学系研究科・教授

畑中　研一 東京大学・生産技術研究所・教授

畑中　重光 三重大学・工学研究科・教授

服部　克巳 千葉大学・大学院理学研究院・教授

羽生　毅 海洋研究開発機構・海域地震火山部門（火山・地球内部研究センター）・グループリーダー

林　潤一郎 九州大学・先導物質化学研究所・教授

林　仲夫 大阪大学・大学院理学研究科・教授

原　和彦 静岡大学・創造科学技術大学院・教授

原田　正康 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

春野　雅彦 情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター・研究マネージャー

日笠　健一 東北大学・理学研究科・教授

日笠　喜朗 鳥取大学・農学部・教授

樋口　真弘 名古屋工業大学・大学院工学研究科・教授

日高　洋 名古屋大学・環境学研究科・教授

日出間　純 東北大学・大学院生命科学研究科・准教授

平尾　敦 金沢大学・がん進展制御研究所・教授

平野　仁彦 立命館大学・法学部・教授

廣内　大助 信州大学・学術研究院教育学系・教授

深田　陽久 高知大学・教育研究部自然科学系・准教授

福澤　秀哉 京都大学・大学院生命科学研究科・教授

福嶌　教隆 神戸市外国語大学・名誉教授

福山　透 東京大学・名誉教授

福山　寛 東京大学・大学院理学系研究科・教授

藤田　恭之 北海道大学・遺伝子病制御研究所・教授

藤本　浩司 東京大学・大学院工学系研究科・教授

古原　忠 東北大学・金属材料研究所・教授

本田　洋 東京大学・大学院人文社会系研究科・教授
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正木　勉 香川大学・医学部・消化器・神経内科・教授

正木　春彦 東京大学・大学院新領域創成科学研究科・特任研究員

増本　博 東北大学・学際科学フロンティア研究所・教授

松岡　里枝子 帝京大学・経済学部・教授

松木　武彦 国立歴史民俗博物館・研究部・教授

松崎　政紀 東京大学・大学院医学系研究科（医学部）・教授

松崎　典弥 大阪大学・大学院工学研究科・准教授

松田　達志 関西医科大学・医学部・准教授

松田　祐司 京都大学・大学院理学研究科・教授

松本　健郎 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

松本　敏郎 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

丸山　厚 東京工業大学・生命理工学院・教授

溝口　紀子 東京学芸大学・教育学部・准教授

溝口　理一郎 北陸先端科学技術大学院大学・フェロー

宮澤　薫一 東京理科大学・工学部・ポストドクトラル研究員

宮谷　真人 広島大学・大学院教育学研究科・教授

宮本　雅彦 筑波大学・名誉教授

宮本　裕司 大阪大学・大学院工学研究科・教授

三輪　和久 名古屋大学・情報学研究科・教授

村上　章 京都大学・大学院農学研究科長・教授

村上　順 早稲田大学・理工学術院・教授

村瀬　英彰 学習院大学・経済学部・教授

目黒　公郎 東京大学・生産技術研究所・教授

門司　和彦 長崎大学・熱帯医学グローバルヘルス研究科・教授

籾井　和朗 鹿児島大学・農学部・教授

森　康維 同志社大学・理工学部・教授

森島　済 日本大学・文理学部・教授

森田　清三 大阪大学・名誉教授

守屋　明 関西学院大学・法学部・元教授

矢島　美寛 東北大学・大学院経済学研究科・客員教授

安井　英斉 北九州市立大学・国際環境工学部・教授

安田　秀幸 京都大学・大学院工学研究科・教授

山路　永司 東京大学・新領域創成科学研究科・教授

山田　博仁 東北大学・大学院工学研究科・教授

山田　正俊 弘前大学・被ばく医療総合研究所・元教授

山中　浩明 東京工業大学・環境・社会理工学院・教授

山部　紀久夫 筑波大学・数理物質系・特命教授

山本　一彦 理化学研究所・生命医科学研究センター・副センター長

山本　昌宏 東京大学・大学院数理科学研究科・教授

矢守　克也 京都大学・防災研究所・教授

横澤　勉 神奈川大学・工学部・教授

横田　和彦 青山学院大学・理工学部・教授

横山　利彦 分子科学研究所・物質分子科学研究領域・教授

吉野　雄二 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授

吉村　昭彦 慶應義塾大学・医学部・教授

米原　伸 京都大学・薬学研究科・寄附講座教員（客員教授）
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柳　日馨 大阪府立大学・研究推進機構・特認教授

鷲尾　勝由 東北大学・大学院工学研究科・教授

和田　俊和 和歌山大学・システム工学部・教授

渡辺　富夫 岡山県立大学・情報工学部・教授

渡辺　雅彦 北海道大学・大学院医学研究院・教授

渡部　祐司 愛媛大学・大学院医学系研究科・教授

以上
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