
令和２年７月現在　　

饗場　浩文 名古屋大学・大学院創薬科学研究科・教授

青木　康展 国立環境研究所・環境リスク・健康研究センター・客員研究員

青柳　克信 立命館大学・総合科学技術研究機構・上席研究員

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

阿久津　典子 大阪電気通信大学・工学部・教授

浅川　正之 大阪大学・大学院理学研究科・教授

浅田　雅洋 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

淺原　弘嗣 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授

浅見　洋 石川県立看護大学・看護学部・特任教授

鰺坂　恒夫 和歌山大学・システム工学部・教授

東　みゆき 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授

阿部　高明 東北大学・大学院医工学研究科・教授

有村　奈利子 国立精神・神経医療研究センター・病態生化学研究部・リサーチフェロー

安藤　耕司 東京女子大学・現代教養学部・教授

家　正則 国立天文台・名誉教授

五十嵐　和彦 東北大学・大学院医学系研究科・教授

池田　郁男 東北大学・未来科学技術共同研究センター・教授

池田　富樹 中央大学・研究開発機構・教授

伊佐敷　隆弘 日本大学・経済学部・教授

石井　浩二郎 高知工科大学・環境理工学群・教授

石岡　典子 量子科学技術研究開発機構・高崎量子応用研究所・放射線生物応用研究部長

石川　顕一 東京大学・大学院工学系研究科・教授

石川　義弘 横浜市立大学・大学院医学研究科・主任教授

石橋　幸治 理化学研究所・開拓研究本部・主任研究員

石原　照也 東北大学・大学院理学研究科・教授

泉　聡志 東京大学・大学院工学系研究科・教授

糸井川　栄一 筑波大学・システム情報系・教授

伊藤　隆司 九州大学・大学院医学研究院・教授

伊藤　敏幸 豊田理化学研究所・常勤フェロー

伊藤　伸哉 富山県立大学・工学部・教授

伊藤　洋一 兵庫県立大学・自然・環境科学研究所　天文科学センター・教授

伊藤　義人 京都府立医科大学・大学院医学研究科・教授

犬丸　啓 広島大学・大学院先進理工系科学研究科・教授

井上　克郎 大阪大学・大学院情報科学研究科・教授

井上　慎 大阪市立大学・大学院理学研究科・教授

猪俣　敦夫 大阪大学・情報セキュリティ本部・教授

射場　厚 九州大学・大学院理学研究院・主幹教授

伊原　博隆 沖縄工業高等専門学校・校長
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今西　規 東海大学・医学部・教授

今村　剛 東京大学・大学院新領域創成科学研究科・教授

井村　順一 東京工業大学・工学院・教授

岩井　儀雄 鳥取大学・大学院工学研究科・教授

岩渕　好治 東北大学・大学院薬学研究科・教授

上田　和紀 早稲田大学・理工学術院・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　実 東北大学・大学院理学研究科・教授

上原　洋一 東北大学・電気通信研究所・教授

植村　哲也 北海道大学・大学院情報科学研究院・教授

宇田　哲也 京都大学・大学院工学研究科・教授

内山　剛 名古屋大学・大学院工学研究科・准教授

梅田　正明 奈良先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・教授

永福　智志 福島県立医科大学・医学部・教授

江幡　孝之 National Chiao Tung University・Department of Applied Chemistry・Chair Professor

遠藤　斗志也 京都産業大学・生命科学部・教授

遠藤　正浩 福岡大学・工学部・教授

延與　秀人 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・理研BNL研究センター長

大井　貴史 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

大石　潔 長岡技術科学大学・大学院工学研究科・教授

大石　泰生 高輝度光科学研究センター・回折・散乱推進室・主任研究員

大北　英生 京都大学・大学院工学研究科・教授

逢坂　哲彌 早稲田大学・ナノ・ライフ創新研究機構・特任研究教授

大隅　典子 東北大学・大学院医学系研究科・教授

大槻　主税 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

大野　眞男 岩手大学・教育学部・嘱託教授

大野　宗一 北海道大学・大学院工学研究院・教授

大森　裕浩 東京大学・大学院経済学研究科・教授

岡　浩太郎 慶應義塾大学・理工学部・教授

岡　眞 日本原子力研究開発機構・先端基礎研究センター・センター長

岡田　正則 早稲田大学・法学学術院・教授

岡谷　貴之 東北大学・大学院情報科学研究科・教授

岡野　俊行 早稲田大学・理工学術院・教授

小川　誠司 京都大学・大学院医学研究科・教授

小川　琢治 大阪大学・大学院理学研究科・教授

小川　英夫 大阪府立大学・大学院理学系研究科・客員教授

奥田　雄一 東京工業大学・名誉教授

小口　雅史 法政大学・文学部・教授

奥野　喜裕 東京工業大学・工学院・教授

奥村　大 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

尾崎　まみこ 奈良女子大学・大和・紀伊半島学研究所・協力研究員

長田　洋 岩手大学・理工学部・教授

押川　正毅 東京大学・物性研究所・教授

尾関　寿美男 信州大学・理学部・特任教授



落合　功 青山学院大学・経済学部・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

尾中　敬 明星大学・理工学部・教授

小野田　崇 青山学院大学・理工学部・教授

小俣　孝久 東北大学・多元物質科学研究所・教授

柿沼　克良 山梨大学・燃料電池ナノ材料研究センター・特任教授

角所　考 関西学院大学・理工学部・教授

影山　龍一郎 京都大学・ウイルス・再生医科学研究所・教授

笠原　博幸 東京農工大学・大学院グローバルイノベーション研究院・教授

梶川　浩太郎 東京工業大学・工学院・教授

梶野　瑞王 気象庁気象研究所・全球大気海洋研究部・主任研究官

片岡　一則 川崎市産業振興財団・ナノ医療イノベーションセンター・センター長

片岡　寛章 宮崎大学・医学部・教授

片桐　豊雅 徳島大学・先端酵素学研究所・教授

片山　剛 大阪大学・大学院文学研究科・名誉教授

加藤　功一 広島大学・大学院医系科学研究科・教授

加藤　憲二 静岡大学･理学部・名誉教授、客員教授、特任教授

加藤　博章 京都大学・大学院薬学研究科・教授

加藤　総夫 東京慈恵会医科大学・医学部・教授

加藤　雄人 東北大学・大学院理学研究科・教授

香取　眞理 中央大学・理工学部・教授

金井　好克 大阪大学・大学院医学系研究科・教授

金倉　譲 住友病院・院長

金谷　利治 京都大学・名誉教授

金子　克美 信州大学・先鋭材料研究所・特別特任教授

上川　通夫 愛知県立大学・日本文化学部・教授

上山　智 名城大学・理工学部・教授

亀井　宏行 東京工業大学・博物館・特任教授

川上　秀史 広島大学・原爆放射線医科学研究所・教授

河澄　響矢 東京大学・大学院数理科学研究科・教授

河村　悟 大阪大学・名誉教授

川本　竜彦 静岡大学・理学部・教授

神田　秀樹 学習院大学・大学院法務研究科・教授

菊水　健史 麻布大学・獣医学部・教授

北　潔 長崎大学・大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科・教授・研究科長

北浦　良 名古屋大学・大学院理学研究科・准教授

北村　大介 東京理科大学・生命医科学研究所・教授

北村　行伸 立正大学・経済学部・教授

木野　邦器 早稲田大学・理工学術院・教授

木下　タロウ 大阪大学・微生物病研究所・寄附研究部門教授

木下　芳一 兵庫県立姫路循環器病センター・院長／製鉄記念広畑病院・院長

木原　章雄 北海道大学・大学院薬学研究院・教授

木村　淳夫 北海道大学・大学院農学研究院・教授

木村　恒久 福井工業大学・環境情報学部・教授



木本　恒暢 京都大学・大学院工学研究科・教授

鬼柳　善明 名古屋大学・大学院工学研究科・特任教授

草野　完也 名古屋大学・宇宙地球環境研究所・教授

久野　覚 名古屋大学・名誉教授

久保　允人 東京理科大学・生命医科学研究所・教授

熊谷　日登美 日本大学・生物資源科学部・教授

藏重　久弥 神戸大学・先端融合研究環・教授

黒木　和彦 大阪大学・大学院理学研究科・教授

桑木　賢也 岡山理科大学・工学部・教授

桑名　正隆 日本医科大学・大学院医学研究科・教授

剣持　直哉 宮崎大学・フロンティア科学総合研究センター・教授

小泉　望 大阪府立大学・大学院生命環境科学研究科・教授

香内　晃 北海道大学・低温科学研究所・教授

高阪　章 大阪大学・大学院国際公共政策研究科・名誉教授

上妻　幹旺 東京工業大学・理学院・教授

河野　公俊 沖縄科学技術大学院大学・量子ダイナミクスユニット・客員研究員

河野　隆二 横浜国立大学・大学院工学研究院・教授

粉川　博之 東北大学・名誉教授

古口　日出男 新潟工科大学・工学部・副学長

小林　哲生 京都大学・大学院工学研究科・教授

小林　正和 早稲田大学・理工学術院・教授

米虫　正巳 関西学院大学・文学部・教授

小安　重夫 理化学研究所・理事

近藤　忠 大阪大学・大学院理学研究科・教授

近藤　泰弘 青山学院大学・文学部・教授

斎木　敏治 慶應義塾大学・理工学部・教授

齊藤　伸 東北大学・大学院工学研究科・教授

斎藤　毅 東京大学・大学院数理科学研究科・教授

阪井　康能 京都大学・大学院農学研究科・教授

坂野井　健 東北大学・大学院理学研究科・准教授

坂本　昌巳 千葉大学・大学院工学研究院・教授

鷺谷　威 名古屋大学・減災連携研究センター・教授

佐久川　弘 広島大学・大学院統合生命科学研究科・特任教授

作間　誠 大阪市立大学・数学研究所・特別研究員／広島大学・名誉教授

櫻井　成一朗 明治学院大学・法学部・教授

櫻井　博儀 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・センター長

佐々木　節 東京大学・カブリ数物連携宇宙研究機構・特任教授

佐藤　治 九州大学・先導物質化学研究所・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　寿倫 福岡大学・工学部・教授

佐藤　美洋 北海道大学・大学院薬学研究院・教授

佐藤　隆一郎 東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授

真田　篤志 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授

佐野　栄一 北海道大学・名誉教授



澤本　和延 名古屋市立大学・大学院医学研究科・教授

繁森　英幸 筑波大学・生命環境系・教授

設楽　博己 東京大学・大学院人文社会系研究科・教授

芝井　広 大阪大学・名誉教授

芝野　耕司 東京外国語大学・名誉教授

柴山　環樹 北海道大学・大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター・教授

渋谷　彰 筑波大学・生存ダイナミクス研究センター・教授

島田　茂 産業技術総合研究所・触媒化学融合研究センター・上級主任研究員

島田　敏宏 北海道大学・大学院工学研究院・教授

下田　和哉 宮崎大学・医学部・教授

庄子　哲雄 東北大学・未来科学技術共同研究センター・学術研究員（シニアリサーチ・フェロー）

白井　淳平 東北大学・ニュートリノ科学研究センター・学術研究員

白井　康之 京都大学・大学院エネルギー科学研究科・教授

新谷　虎松 名古屋工業大学・大学院工学研究科・教授

末包　文彦 東北大学・ニュートリノ科学研究センター・教授

菅　誠一郎 兵庫県立大学・大学院工学研究科・教授

須貝　俊彦 東京大学・大学院新領域創成科学研究科・教授

杉立　徹 広島大学・学術･社会連携室・特任教授

杉本　幸彦 熊本大学・大学院生命科学研究部・教授

杉山　雅人 京都大学・大学院人間・環境学研究科・教授

杉山　陽子（矢崎　陽子） 沖縄科学技術大学院大学・臨界期の神経メカニズム研究ユニット・准教授

鈴木　厚 横浜市立大学・大学院生命医科学研究科・教授

鈴木　啓助 信州大学・名誉教授

鈴木　俊法 京都大学・大学院理学研究科・教授

鈴木　義人 茨城大学・農学部・教授

隅田　育郎 金沢大学・理工研究域・准教授

関　常司 焼津市立総合病院・病院事業管理者兼病院長

外輪　健一郎 京都大学・大学院工学研究科・教授

園田　順彦 山形大学・医学部・教授

園元　謙二 九州大学・名誉教授

高木　新 名古屋大学・大学院理学研究科・准教授

高木　英典 東京大学・大学院理学系研究科・教授

高木　昌宏 北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス系・教授

高西　陽一 京都大学・大学院理学研究科・准教授

高橋　隆 愛知県がんセンター・総長

高橋　徹 岡山県立大学・保健福祉学部・教授

高橋　雅英 藤田医科大学・国際再生医療センター・センター長

高橋　嘉夫 東京大学・大学院理学系研究科・教授

高柳　英明 東京理科大学・特任副学長

高山　廣光 千葉大学・名誉教授

滝口　雅文 熊本大学・ヒトレトロウイルス学共同研究センター・シニア教授

竹内　純一 九州大学・大学院システム情報科学研究院・教授

竹内　恒博 豊田工業大学・大学院工学研究科・教授

武田　一哉 名古屋大学・大学院情報学研究科・教授



竹中　俊英 関西大学・化学生命工学部・教授

武部　博倫 愛媛大学・大学院理工学研究科・教授

武山　直志 愛知医科大学・医学部・教授

田島　節子 大阪大学・名誉教授

田所　誠 東京理科大学・理学部第一部・教授

田中　万博 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・シニアフェロー

田中　克志 神戸大学・大学院工学研究科・教授

田中　勝久 京都大学・大学院工学研究科・教授

田中　信治 広島大学・大学院医系科学研究科・教授

田中　拓男 理化学研究所・開拓研究本部・主任研究員

田中　庸裕 京都大学・大学院工学研究科・教授

田中　徹 東北大学・大学院医工学研究科・教授

田中　秀数 東京工業大学・理学院・教授

田中　ゆかり 日本大学・文理学部・教授

田中　良和 理化学研究所・放射光科学研究センター・専任研究員

棚橋　誠治 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

谷　豊信 国立文化財機構東京国立博物館・特任研究員

谷口　眞子 早稲田大学・文学学術院・教授

谷口　真人 総合地球環境学研究所・研究基盤国際センター・教授

谷口　睦男 高知大学・医学部・准教授

谷口　義明 放送大学・自然と環境コース・教授

谷藤　学 早稲田大学・先進理工学部・客員教授

田畑　修 京都先端科学大学・工学部・教授

玉井　克哉 東京大学・先端科学技術研究センター・教授

玉川　安騎男 京都大学・数理解析研究所・教授

玉木　久夫 明治大学・理工学部・教授

陀安　一郎 総合地球環境学研究所・研究基盤国際センター・教授

樽茶　清悟 理化学研究所・創発物性科学研究センター・グループディレクター

地主　敏樹 関西大学・総合情報学部・教授

張　勁 富山大学・学術研究部・教授

趙　大鵬 東北大学・大学院理学研究科　地震・噴火予知研究観測センター・教授

陳　国平 物質・材料研究機構・機能性材料研究拠点・グループリーダー

塚原　英敦 成城大学・経済学部・教授

津田　雅孝 東北大学・大学院生命科学研究科・名誉教授

筒井　哲夫 九州大学・名誉教授

都築　暢夫 東北大学・大学院理学研究科・教授

坪井　昌人 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・教授

津村　浩二 九州大学・大学院理学研究院・准教授

寺井　崇二 新潟大学・大学院医歯学総合研究科・教授

寺尾　純二 甲南女子大学・医療栄養学部・教授

寺北　明久 大阪市立大学・大学院理学研究科・教授

寺嶋　太一 物質・材料研究機構・国際ナノアーキテクトニクス拠点・グループリーダー

寺田　眞浩 東北大学・大学院理学研究科・教授

土居　信英 慶應義塾大学・理工学部・教授



道木　慎二 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

東條　有伸 東京大学・医科学研究所・教授

堂前　純子 中部大学・応用生物学部・教授

時任　宣博 京都大学・化学研究所・教授

戸部　和弘 名古屋大学・大学院理学研究科・准教授

冨澤　宏光 高輝度光科学研究センター・XFEL 利用研究推進室・主幹研究員

冨谷　至 龍谷大学・文学部・教授

友田　陽 産業技術総合研究所・分析計測標準研究部門・招聘研究員

豊島　近 東京大学・定量生命科学研究所・特任教授

豊田　昌宏 大分大学・理工学部・教授

内藤　哲 北海道大学・大学院農学研究院・特任教授

中井　謙太 東京大学・医科学研究所・教授

永井　正洋 東京都立大学・大学教育センター・教授

永石　隆二 日本原子力研究開発機構・廃炉国際共同研究センター・グループリーダー

中尾　篤人 山梨大学・医学部・教授

永長　直人 東京大学・大学院工学系研究科・教授

中島　誠 熊本大学・大学院生命科学研究部・教授

永田　俊 東京大学・大気海洋研究所・教授

永田　真 神戸大学・大学院科学技術イノベーション研究科・教授

中谷　亮一 大阪大学・大学院工学研究科・教授

中西　真 東京大学・医科学研究所・教授

永沼　章 東北大学・名誉教授

長野　克則 北海道大学・大学院工学研究院・教授

中畑　雅行 東京大学・宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設・教授

中林　一樹 明治大学・研究･知財戦略機構・研究推進員

中林　靖 東洋大学・総合情報学部・教授

中村　貴義 北海道大学・電子科学研究所・教授

中村　史 産業技術総合研究所・細胞分子工学研究部門・上席主任研究員

中村　尚 東京大学・先端科学技術研究センター・教授

中村　博昭 大阪大学・大学院理学研究科・教授

中村　雄一 豊橋技術科学大学・大学院工学研究科・准教授

中屋敷　均 神戸大学・大学院農学研究科・教授

中山　潤一 基礎生物学研究所・クロマチン制御研究部門・教授

並河　英紀 山形大学・理学部・教授

鍋倉　淳一 生理学研究所・所長

西尾　哲夫 国立民族学博物館・教授

西坂　崇之 学習院大学・理学部・教授

西澤　典彦 名古屋大学・大学院工学研究科・教授

西田　かほる 静岡文化芸術大学・文化政策学部・教授

西谷　和彦 神奈川大学・理学部・教授

西谷　滋人 関西学院大学・理工学部・教授

西野　吉則 北海道大学・電子科学研究所・教授

西山　朋子 名古屋大学・大学院理学研究科・准教授

西山　憲和 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授



西山　久雄 名古屋産業科学研究所・研究部・研究員

沼田　善子 筑波大学・人文社会系・教授

野口　恵美子 筑波大学・医学医療系・教授

野口　泰基 神戸大学・大学院人文学研究科・准教授

野地　博行 東京大学・大学院工学系研究科・教授

野原　実 岡山大学・異分野基礎科学研究所・教授

萩野　浩一 京都大学・大学院理学研究科・教授

橋田　俊之 東北大学・大学院工学研究科・教授

橋本　秀樹 関西学院大学・理工学部・教授

長谷部　文雄 北海道大学・名誉教授

畠山　史郎 日本環境衛生センター・アジア大気汚染研究センター・所長

馬場　俊彦 横浜国立大学・大学院工学研究院・教授

羽部　朝男 北海道大学・大学院理学研究院・名誉教授

濱島　高太郎 東北大学・名誉教授

林　徹 放送大学・東京文京学習センター・所長／特任教授

林田　清 大阪大学・大学院理学研究科・准教授

早瀬　修二 電気通信大学・i-パワードエネルギー・システム研究センター・特任教授

早野　龍五 東京大学・名誉教授

姫野　誠一郎 昭和大学・薬学部・客員教授

平石　邦彦 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・教授

平岡　泰 大阪大学・大学院生命機能研究科・教授

平田　好洋 鹿児島大学・名誉教授

平田　雅人 福岡歯科大学・口腔医学研究センター・客員教授

平松　和政 三重大学・名誉教授／リサーチフェロー

平本　俊郎 東京大学・生産技術研究所・教授

廣瀬　哲郎 大阪大学・大学院生命機能研究科・教授

廣田　耕志 東京都立大学・大学院理学研究科・教授

深田　吉孝 東京大学・大学院理学系研究科・教授

福井　康雄 名古屋大学・大学院理学研究科・名誉教授

福原　長寿 静岡大学・工学部・教授

藤木　卓 長崎大学・教育学部・教授

藤田　明良 天理大学・国際学部・教授

藤本　正樹 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・教授

藤森　淳 早稲田大学・理工学術院・客員教授

藤原　航三 東北大学・金属材料研究所・教授

藤原　融 大阪大学・大学院情報科学研究科・教授

古川　貢 新潟大学・研究推進機構・准教授

寳金　清博 北海道大学・大学院保健学研究院・特任教授

細川　陽一郎 奈良先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・教授

細田　秀樹 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

堀　進悟 イムス富士見総合病院・顧問

堀内　佐智雄 産業技術総合研究所・電子光基礎技術研究部門・上級主任研究員

堀田　善治 九州工業大学・大学院工学研究院・特任教授

本多　宣博 東京工業大学・理学院・教授



本間　芳和 東京理科大学・理学部第一部・嘱託教授

前島　一博 国立遺伝学研究所・遺伝メカニズム研究系・教授

正木　勉 香川大学・医学部・教授

増永　二之 島根大学・生物資源科学部・教授

舛本　寛 かずさＤＮＡ研究所・先端研究開発部・室長

町田　一成 立命館大学・理工学部・非常勤講師

松井　真二 兵庫県立大学・名誉教授

松下　康之 大阪大学・大学院情報科学研究科・教授

松下　裕秀 豊田理化学研究所・常勤フェロー

松田　一成 京都大学・エネルギー理工学研究所・教授

松田　達志 関西医科大学・医学部・准教授

松野　彰 帝京大学・医学部・教授

松橋　博美 北海道教育大学・教育学部函館校・教授

松本　博 豊橋技術科学大学・名誉教授

真鍋　義文 工学院大学・情報学部・教授

丸岡　啓二 京都大学・大学院薬学研究科・特任教授

丸山　厚 東京工業大学・生命理工学院・教授

丸山　茂夫 東京大学・大学院工学系研究科・教授

三浦　正幸 東京大学・大学院薬学系研究科・教授

水沢　多鶴子 総合科学研究機構・中性子科学センター・研究員

三隅　将吾 熊本大学・大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センター・教授

三ツ井　敏明 新潟大学・自然科学系・教授

三森　経世 医仁会武田総合病院・院長／京都大学・名誉教授

宮宅　潔 京都大学・人文科学研究所・教授

宮崎　州正 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

宮下　敬宏 国際電気通信基礎技術研究所・インタラクション科学研究所・所長

宮島　篤 東京大学・定量生命科学研究所・特任教授

宮島　昌克 金沢大学・理工研究域・教授

宮林　謙吉 奈良女子大学・自然科学系・教授

宮本　恭幸 東京工業大学・工学院・教授

向井　紳 北海道大学・大学院工学研究院・教授

向山　敬 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授

村上　博成 大阪大学・レーザー科学研究所・准教授

村上　洋太 北海道大学・大学院理学研究院・教授

村瀬　一之 福井大学・名誉教授／北京信息科技大学・栄誉教授

村瀬　潤 名古屋大学・大学院生命農学研究科・教授

村田　惠三 大阪経済法科大学・21世紀社会総合研究センター・客員教授

村田　智 東北大学・大学院工学研究科・教授

村田　隆 神奈川工科大学・応用バイオ科学部・教授

望月　優子 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・室長

森　和俊 京都大学・大学院理学研究科・教授

森　治嗣 北海道大学・大学院工学研究院・招聘客員教授

森川　正章 北海道大学・大学院地球環境科学研究院・教授

森本　真司 東北大学・大学院理学研究科・教授



諸井　健夫 東京大学・大学院理学系研究科・教授

両角　卓也 広島大学・大学院先進理工系科学研究科・准教授

八木　康史 大阪大学・産業科学研究所・教授

柳澤　修一 東京大学・生物生産工学研究センター・教授

山井　成良 東京農工大学・大学院工学研究院・教授

山口　雄輝 東京工業大学・生命理工学院・教授

山崎　徹 兵庫県立大学・理事兼副学長、大学院工学研究科・教授

山地　亮一 大阪府立大学・大学院生命環境科学研究科・教授

山城　隆 大阪大学・大学院歯学研究科・教授

山中　卓 大阪大学・大学院理学研究科・教授

山西　陽子 九州大学・大学院工学研究院・教授

山本　公子 農業・食品産業技術総合研究機構・生物機能利用研究部門・ユニット長

山本　茂 金沢大学・理工研究域・教授

山元　大輔 情報通信研究機構・未来ICT研究所・上席研究員

山本　孝 大阪府立大学・大学院工学研究科・客員教授

山本　哲也 高知工科大学・総合研究所・教授／マテリアルデザインセンター・センター長

山本　照子 東北大学・大学院歯学研究院・客員教授

山本　博資 東京大学・名誉教授

横田　崇 金沢大学・医薬保健研究域・協力研究員

横山　純二 新潟大学・医歯学総合病院・准教授

吉川　顕正 九州大学・大学院理学研究院・准教授

吉田　松生 基礎生物学研究所・生殖細胞研究部門・教授

吉田　紀生 九州大学・大学院理学研究院・准教授

芳野　極 岡山大学・惑星物質研究所・教授

吉野　雄二 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授(特任）

吉村　紳一 兵庫医科大学・脳神経外科・主任教授

吉本　則之 岩手大学・理工学部・教授

陸川　政弘 上智大学・理工学部・教授

羅　志偉 神戸大学・大学院システム情報学研究科・教授

鷲谷　いづみ 東京大学・名誉教授

和田　幸一 法政大学・理工学部・教授

渡邊　一也 京都大学・大学院理学研究科・教授

渡邉　崇 名古屋大学・大学院情報学研究科・教授


