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渥美 正太 北海道大学・農学研究院・教授

渥美 達也 北海道大学・医学研究院　免疫・代謝内科学教室・教授

阿部 郁朗 東京大学・薬学系研究科・教授

安東 由喜雄 長崎国際大学・薬学部・教授

生田 宏一 京都大学・ウイルス・再生医科学研究所・教授

池口 満徳 横浜市立大学・生命医科学研究科・教授

石井 正治 東京大学・農学生命科学研究科・教授

石川 健治 名古屋大学・低温プラズマ科学研究センター・特任教授

石橋 正己 千葉大学・大学院薬学研究院・教授

石原 淳 長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授

石山 敦士 早稲田大学・理工学術院・教授

磯辺 篤彦 九州大学・応用力学研究所・教授

位高 啓史 東京医科歯科大学・生体材料工学研究所・教授

板倉 数記 長崎総合科学大学・共通教育部門・教授

板倉 昭二 同志社大学・研究開発推進機構・教授

伊藤 繁和 東京工業大学・物質理工学院　応用化学系・准教授

伊藤 洋介 大阪市立大学・理学研究科・准教授

稲葉 穣 京都大学・人文科学研究所・教授

今里 純 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構・名誉教授

岩田 恵子 玉川大学・教育学部・教授

岩立 京子 東京家政大学・子ども学部・教授

岩長 祐伸 物質・材料研究機構・機能性材料研究拠点・主席研究員

上谷 雅孝 長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授

上平 員丈 神奈川工科大学・情報学部・教授

内田 健一 物質・材料研究機構・磁性・スピントロニクス材料研究拠点・グループリーダー

内田 昌男 国立環境研究所・地球システム領域動態化学研究室・主幹研究員

榎園 正人 日本文理大学・工学部・特任教授

大神田 淳子 信州大学・学術研究院農学系・教授

大北 英生 京都大学・工学研究科・教授

大島 伸行 北海道大学・工学研究院・教授

大隅 典子 東北大学・医学系研究科・教授

太田 大策 大阪府立大学・生命環境科学研究科・教授

太田 仁 神戸大学・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・生命理工学院・教授

大貫 静夫 東京大学・名誉教授

大場 正昭 九州大学・理学研究院・教授

大原 利眞 埼玉県環境科学国際センター・研究所・所長

大山 卓爾 東京農業大学・応用生物科学部・教授

岡 昌吾 京都大学・医学研究科 人間健康科学系専攻・教授

小方 博之 成蹊大学・理工学部・教授

岡本 博 東京大学・大学院新領域創成科学研究科・教授

奥村 学 東京工業大学・科学技術創成研究院・教授

奥山 輝大 東京大学・定量生命科学研究所・准教授

小田 俊理 東京工業大学・名誉教授

小野 謙二 九州大学・情報基盤研究開発センター・教授

小野美 武 福岡工業大学・工学部・准教授

風間 北斗 理化学研究所・脳神経科学研究センター・チームリーダー
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梶原 康宏 大阪大学・理学研究科・教授

春日 晃章 岐阜大学・教育学部・教授

勝本 信吾 東京大学・物性研究所・教授

加藤 尚志 早稲田大学・教育・総合科学学術院・教授

加藤 宏明 情報通信研究機構・先進的音声翻訳研究開発推進センター先進的音声技術研究室・主任研究員

加藤 浩 放送大学・教養学部・教授

金保 安則 筑波大学・本部・副学長・理事

金谷 有剛 海洋研究開発機構・地球表層システム研究センター・センター長代理

金田 篤志 千葉大学・医学研究院・教授

兼村 晋哉 大阪大学・理学研究科・教授

河合 優年 武庫川女子大学・教育研究所・教授

川上 茂 長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授

河仲 準二 大阪大学・レーザー科学研究所・教授

川原 圭博 東京大学・工学系研究科・教授

神成 文彦 慶應義塾大学・理工学部・教授

木内 建太 京都大学・基礎物理学研究所・特任准教授

菊井 玄一郎 農業・食品産業技術総合研究機構・農業情報研究センター・チーム長

北 将樹 名古屋大学・生命農学研究科・教授

北尾 彰朗 東京工業大学・生命理工学院・教授

北岡 諭 ファインセラミックスセンター・副所長

北川 勝浩 大阪大学・基礎工学研究科・教授

北本 俊二 立教大学・理学部・教授

北山 兼弘 京都大学・農学研究科・教授

木下 賢吾 東北大学・情報科学研究科・教授

木下 正高 東京大学・地震研究所・教授

金 賢夏 国立研究開発法人産業技術総合研究所・環境創生研究部門・研究グループ長

木村 大治 京都大学・名誉教授

久保 貴哉 東京大学・先端科学技術研究センター・特任教授

窪 秀利 京都大学・理学研究科・准教授

久保 義弘 生理学研究所・分子細胞生理研究領域・教授

小池 邦博 山形大学・理工学研究科・准教授

小池 真 東京大学・理学系研究科・准教授

甲山 治 総合地球環境学研究所・研究部・准教授

幸島 司郎 京都大学・野生動物研究センター・特任教授

合田 和正 九州情報大学・経営情報学部・准教授

河野 隆志 国立がん研究センター・ゲノム生物学研究分野・分野長

小嶋 秀樹 東北大学・教育学研究科・教授

湖中 真哉 静岡県立大学・国際関係学部・教授

小山 佳一 鹿児島大学・理工学研究科・教授

紺谷 浩 名古屋大学・理学研究科・教授

近藤 科江 東京工業大学・生命理工学院・教授

阪井 康能 京都大学・農学研究科・教授

坂本 竜彦 三重大学・生物資源学研究科・教授

櫻井 隆 順天堂大学・医学部・教授

佐治 英郎 京都大学・薬学研究科・特任教授

佐藤 敏郎 信州大学・学術研究院工学系・教授

佐藤 冬樹 北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・教授

重野 寛 慶應義塾大学・理工学部情報工学科・教授

篠原 寛明 富山大学・学術研究部工学系・教授

芝崎 文一郎 建築研究所・国際地震工学センター・上席研究員

柴田 茂 帝京大学・医学部・教授

柴田 晋平 山形大学・理学部・客員教授

柴山 敦 秋田大学・国際資源学研究科・教授



澁木 克栄 新潟大学・脳研究所・非常勤講師

渋谷 和子 筑波大学・医学医療系・准教授

島田 敏宏 北海道大学・工学研究院・教授

清水 重臣 東京医科歯科大学・難治疾患研究所・教授

下浦 享 東京大学・理学系研究科・教授

下村 直行 徳島大学・社会産業理工学研究部・教授

城倉 正祥 早稲田大学・文学学術院・教授

末吉 敏則 熊本大学・先端科学研究部・特任教授

菅野 未知央 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構・超伝導低温工学センター・准教授

杉本 智俊 慶應義塾大学・文学部・教授

杉本 充 名古屋大学・多元数理科学研究科・教授

鈴木 健一 岐阜大学・糖鎖生命コア研究所・教授

鈴木 孝明 京都産業大学・外国語学部・教授

栖原 敏明 大和大学・理工学部・教授

住友 弘二 兵庫県立大学・工学研究科・教授

関 真一郎 東京大学・工学系研究科・准教授

関口 章 国立研究開発法人産業技術総合研究所・材料・化学領域・招聘研究員

高岡 秀夫 神戸大学・理学研究科・教授

高木 一義 三重大学・工学研究科・教授

高橋 琢二 東京大学・生産技術研究所・教授

高原 文郎 大阪大学・名誉教授

高村 典子 国立環境研究所・生物・生態系環境研究センター・客員研究員

竹下 敏一 信州大学・学術研究院医学系・教授

竹中 俊英 関西大学・化学生命工学部・教授

武永 康彦 電気通信大学・情報理工学研究科・准教授

竹村 明洋 琉球大学・理学部・教授

多田 隆治 千葉工業大学・地球学研究センター・招聘主席研究員

田中 彰吾 東海大学・現代教養センター・教授

田仲 由喜夫 名古屋大学・大学院工学研究科　応用物理学専攻・教授

田邉 一仁 青山学院大学・理工学部化学・生命科学科・教授

谷岡 勇市郎 北海道大学・理学研究院・教授

玉木 久夫 明治大学・理工学部・専任教授

玉村 啓和 東京医科歯科大学・生体材料工学研究所・教授

丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科・教授

蔡 兆申 東京理科大学・理学部第一部物理学科・教授

手束 展規 東北大学・工学研究科・准教授

寺田 直樹 東北大学・理学研究科・教授

東城 順治 九州大学・理学研究院・准教授

堂免 一成 信州大学・先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所・特別特任教授

戸口田 淳也 京都大学・ウイルス・再生医科学研究所・教授

徳永 文稔 大阪市立大学・医学研究科・教授

冨浦 洋一 九州大学・システム情報科学研究院・教授

鳥本 司 名古屋大学・工学研究科・教授

永井 健治 大阪大学・産業科学研究所・教授

長尾 忠昭 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・MANA主任研究者

永長 直人 理化学研究所・創発物性科学研究センター・副センター長

長坂 徹也 東北大学・工学研究科・教授

長澤 壯之 埼玉大学・理工学研究科・教授

永澤 秀子 岐阜薬科大学・薬学部・教授

中静 透 森林研究・整備機構・研究部・理事長

中田 雅久 早稲田大学・理工学術院・教授

中野 正基 長崎大学・工学研究科・教授

長浜 太郎 北海道大学・工学研究院・准教授



中村 周 学習院大学・理学部・教授

中村 隆司 東京工業大学・理学院物理学系・教授

中山 知信 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・副拠点長

西尾 圭史 東京理科大学・先進工学部マテリアル創成工学科・教授

西岡 一 電気通信大学・情報理工学研究科　基盤理工学専攻・教授

西原 寛 東京理科大学・研究推進機構総合研究院・教授

西村 俊二 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・先任研究員

西村 紳一郎 北海道大学・先端生命科学研究院・教授

西山 成 香川大学・医学部・教授

新田 淳作 東北大学・工学研究科・教授

沼田 英治 京都大学・名誉教授

能瀬 聡直 東京大学・新領域創成科学研究科・教授

橋田 充 京都大学・名誉教授

畑中 吉治 大阪大学・核物理研究センター・特任教授

馬場 義裕 九州大学・生体防御医学研究所 免疫ゲノム生物学分野・教授

濱 健夫 筑波大学・名誉教授

浜地 格 京都大学・工学研究科・教授

林 将光 東京大学・大学院理学系研究科・准教授

日置 寛之 順天堂大学・医学部・准教授

樋口 恒彦 名古屋市立大学・薬学研究科・教授

久野 純治 名古屋大学・素粒子宇宙起源研究所・教授

菱田 卓 学習院大学・理学部・教授

姫野 武洋 東京大学・工学系研究科・准教授

平山 博之 東京工業大学・理学院・教授

福居 俊昭 東京工業大学・生命理工学院・教授

福井 学 北海道大学・低温科学研究所・教授

福田 綾 筑波大学・医学医療系・准教授

福間 康裕 九州工業大学・情報工学研究院・教授

藤澤 克樹 九州大学・マス・フォア・インダストリ研究所・教授

藤田 敏郎 東京大学・名誉教授

藤原 敬宏 京都大学・高等研究院・特定准教授

古川 宏 国立病院機構東京病院・臨床研究部・臨床研究部長

堀井 滋 京都先端科学大学・工学部・教授

堀川 恵司 富山大学・理工学研究部・准教授

本間 さと 慶愛会札幌花園病院・睡眠医療センター・センター長

馬 建鋒 岡山大学・資源植物科学研究所・教授

前川 禎通 理化学研究所・創発物性科学研究センター・上級研究員

政井 邦昭 東京都立大学・名誉教授

俣野 博 明治大学・研究・知財戦略機構・特任教授

町田 雅之 金沢工業大学・工学研究科・教授

馬塚 れい子 理化学研究所・脳神経科学研究センター・チームリーダー

松田 一希 中部大学・創発学術院・准教授

松田 道行 京都大学・生命科学研究科・教授

松田 祐司 京都大学・理学研究科・教授

松原 豊 名古屋大学・宇宙地球環境研究所・准教授

水柿 義直 電気通信大学・情報理工学研究科・教授

水木 純一郎 関西学院大学・学長室・特任教授

水田 博志 熊本市・病院局・熊本市病院事業管理者

水沼 正樹 広島大学・統合生命科学研究科・教授

水野 亮 名古屋大学・宇宙地球環境研究所・教授

三部 勉 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・准教授

三森 功士 九州大学・大学病院・教授

武笠 晃丈 熊本大学・生命科学研究部・教授



向川 均 京都大学・理学研究科・教授

村木 康二 日本電信電話株式会社ＮＴＴ物性科学基礎研究所・量子科学イノベーション研究部・上席特別研究員

村田 次郎 立教大学・理学部・教授

矢花 一浩 筑波大学・計算科学研究センター・教授

山形 眞理子 立教大学・文学部・特任教授

山口 茂弘 名古屋大学・物質科学国際研究センター・教授

山下 了 東京大学・素粒子物理国際研究センター・特任教授

山下 弘巳 大阪大学・工学研究科・教授

山村 隆 国立精神・神経医療研究センター・神経研究所・特任研究部長

山本 倫也 関西学院大学・工学部・教授

山谷 知行 東北大学・名誉教授

柚崎 通介 慶應義塾大学・医学部・教授

横島 聡 名古屋大学・創薬科学研究科・教授

横山 明彦 国立がん研究センター・鶴岡連携研究拠点・チームリーダー

吉越 貴紀 東京大学・宇宙線研究所・准教授

吉田 丈人 総合地球環境学研究所・研究部・准教授

吉野 知子 東京農工大学・工学研究院・教授

吉本 道雅 京都大学・文学研究科・教授

劉 小晰 信州大学・学術研究院工学系・教授

脇谷 尚樹 静岡大学・電子工学研究所・教授

渡邉 大 京都大学・医学研究科・教授


