
複合新領域分野

分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
北海道大学・水産科学研究科・教授 岸　道郎
岐阜大学・流域圏科学研究センター・教授 小泉　博
京都大学・工学研究科・助教授 中北　英一
東京大学・農学生命科学研究科・教授 古谷　研
国立環境研究所・化学環境研究領域・主任研究官 横内　陽子
鹿児島大学・農学部・教授 浜崎　忠雄
産業技術総合研究所・環境管理研究部門・副部門長 山本　晋
北見工業大学・工学部・教授 高橋　修平
名古屋大学・生命農学研究科・教授 太田　岳史
愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・教授 武岡　英隆
北海道東海大学・工学部・教授 服部　寛
新潟大学・農学部・教授 川辺　洋
国立極地研究所・北極圏環境研究センター・教授 神田　啓史
三重大学・生物資源学部・教授 小畑　仁
東京農工大学・農学部・助教授 片山　葉子
東邦大学・理学部・教授 風呂田　利夫
京都大学・農学研究科・教授 谷　誠
広島大学・総合科学部・教授 中越　信和
共愛学園前橋国際大学・国際社会学部・教授 藤田　八暉
東京農工大学・農学部・教授 岸　洋一
京都大学・地球環境学堂・助教授 堀　智晴
甲南大学・経営学部・教授 中丸　寛信
東京大学・工学系研究科・教授 花木　啓祐
岩手県立大学・総合政策学部・助教授 信夫　隆司
奈良県立医科大学・医学部・教授 大西　武雄
鹿児島大学・医学部・教授 秋葉　澄伯
東北大学・加齢医学研究所・教授 安井　明
名古屋大学・工学研究科・教授 飯田　孝夫
大阪大学・産業科学研究所・教授 真嶋　哲朗
放射線医学総合研究所・研究基盤部・部長 湯川　雅枝
東京農工大学・農学部・教授 三森　国敏
大阪府立大学・工学研究科・教授 坂東　博
独立行政法人国立環境研究所・環境健康研究領域・領域長 遠山　千春
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 坂入　信夫
大阪市立大学・医学研究科・教授 福島　昭治
京都大学・医学研究科・教授 小泉　昭夫
広島大学・工学研究科・教授 岡田　光正
東京大学・工学系研究科・教授 矢木　修身
九州大学・農学研究院・教授 古川　謙介
森林総合研究所・多摩森林科学園教育的資源研究グループ・主任研究官 新島　渓子
九州工業大学・工学部・教授 西　道弘
大阪大学・薬学研究科・教授 西原　力
北海道大学・工学研究科・教授 古市　徹
大阪大学・工学研究科・教授 藤田　正憲
信州大学・工学部・助教授 中村　正行
東北大学・多元物質科学研究所・助教授 葛西　栄輝
京都大学・農学研究科・教授 西尾　嘉之
東京大学・新領域創成科学研究科・教授 味埜　俊
東京都立大学・工学研究科・教授 益田　秀樹
京都大学・工学研究科・教授 東谷　公
東北大学・多元物質科学研究所・教授 中西　八郎
九州大学・有機化学基礎研究センター・教授 高原　淳
北海道大学・理学研究科・教授 喜多村　曻
北陸先端科学技術大学院大学・材料科学研究科・教授 三宅　幹夫
名古屋大学・工学研究科・教授 沢木　宣彦
北海道大学・電子科学研究所・教授 中村　貴義
東京工業大学・理工学研究科・教授 益子　正文
学習院大学・理学部・教授 川畑　有郷
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授 伊藤　耕三
筑波大学・物理学系・教授 舛本　泰章
東京都立大学・理学研究科・教授 伊永　隆史
東京工業大学・量子効果エレクトロニクス研究センター・教授 小田　俊理
大阪大学・工学研究科・教授 山本　雅彦
九州大学・工学研究科・教授 松村　晶
物質・材料研究機構・物質研究所・主席研究員 佐々木　高義
京都大学・工学研究科・教授 今西　信嗣
名古屋大学・理学研究科・教授 楠見　明弘
慶應義塾大学・理工学部・教授 南谷　晴之
東京大学・工学系研究科・教授 堀池　靖浩
大阪大学・蛋白質研究所・教授 後藤　祐児
早稲田大学・理工学部・教授 船津　高志
東北大学・多元物質科学研究所・教授 栗原　和枝
東北大学・工学研究科・教授 羽根　一博
東京大学・工学系研究科・教授 北森　武彦
名古屋大学・工学研究科・助教授 新井　史人
静岡大学・電子工学研究所・教授 長村　利彦
東京農工大学・工学部・教授 梅田　倫弘
九州大学・工学研究院・助教授 草壁　克己
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東京工業大学・総合理工学研究科・教授 青柳　克信
名古屋大学・理工科学総合研究センター・教授 田中　信夫
産業技術総合研究所・計測標準研究部門・研究室長 梅田　章
大阪大学・工学研究科・教授 森　勇藏
東北大学・多元物質科学研究所・教授 進藤　大輔
東京大学・工学系研究科・教授 市川　昌和
日本大学・理工学部・教授 岸井　隆幸
大阪府立大学・工学研究科・教授 長沢　啓行
筑波大学・電子・情報工学系・助教授 久野　誉人
早稲田大学・理工学部・教授 永田　靖
東京理科大学・理工学部・教授 山田　善靖
電気通信大学・情報システム学研究科・教授 太田　敏澄
岡山大学・工学部・助教授 梶原　康博
横浜国立大学・環境情報研究院・教授 佐土原　聡
鳥取大学・工学部・教授 河合　一
日本大学・理工学部・教授 中村　英夫
静岡大学・工学部・教授 八巻　直一
東京女子大学・文理学部・教授 広瀬　弘忠
京都大学・理学研究科・教授 田中　良和
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 大町　達夫
九州大学・理学研究院・教授 清水　洋
鹿児島大学・工学部・教授 北村　良介
名古屋大学・環境学研究科・助教授 吉田　茂生
国立天文台・地球回転研究系・助教授 佐藤　忠弘
東京大学・地震研究所・助教授 都司　嘉宣
京都大学・防災研究所・教授 岡田　憲夫
気象庁気象研究所・気候研究部・室長 鬼頭　昭雄
神戸大学・都市安全研究センター・教授 室崎　益輝
新潟大学・積雪地域災害研究センター・助教授 和泉　薫
北海道大学・工学研究科・教授 三浦　清一
理化学研究所・遺伝子構造機能研究グループ・プロジェクトディレクター 林崎　良英
東京大学・理学系研究科・教授 米田　好文
金沢大学・がん研究所・教授 伊藤　隆司
宮崎医科大学・医学部・教授 林　哲也
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 小笠原　直毅
東京都立大学・理学研究科・助教授 西駕　秀俊
東京大学・医科学研究所・助教授 中井　謙太
産業技術総合研究所・生命情報科学研究センター・チーム長 後藤　修
国立遺伝学研究所・生物遺伝資源情報総合センター・教授 小原　雄治
理化学研究所・分子遺伝学研究室・副主任研究員 皿井　明倫
埼玉大学・理学部・教授 佐藤　直樹
広島大学・理学研究科・教授 赤坂　甲治
信州大学・繊維学部・教授 関口　順一
北海道大学・農学研究科・教授 三上　哲夫
神戸大学・農学部・教授 辻　荘一
東北大学・農学研究科・教授 山谷　知行
京都大学・生命科学研究科・助教授 岩井　裕子
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所・教授 飯田　滋
横浜市立大学・総合理学研究科・助教授 池口　満徳
国立成育医療センター研究所・薬剤治療研究部・部長 辻本　豪三
農業生物資源研究所・分子遺伝研究グループ・グループ長 肥後　健一
九州工業大学・情報工学部・助教授 安永　卓生
大阪大学・理学研究科・教授 倉光　成紀
九州大学・理学研究院・助教授 佐々木　顕
九州大学・有機化学基礎研究センター・教授 浜地　格
東京工業大学・生命理工学研究科・教授 上野　昭彦
岐阜大学・医学研究科・教授 鈴木　正昭
京都大学・農学研究科・教授 桑原　保正
大阪大学・薬学研究科・教授 今西　武
東京大学・総合文化研究科・助教授 豊島　陽子
東京理科大学・基礎工学部・助教授 長崎　幸夫
名古屋大学・生命農学研究科・教授 磯部　稔
北海道大学・理学研究科・教授 西村　紳一郎
大阪府立大学・農学生命科学研究科・教授 林　英雄
金沢大学・薬学部・教授 太田　富久
岡崎国立共同研究機構・統合バイオサイエンスセンター・教授 北川　禎三
姫路工業大学・自然・環境科学研究所・教授 服部　保
酪農学園大学・獣医学部・助教授 浅川　満彦
国立環境研究所・生物圏環境研究領域・室長 笠井　文絵
東京大学・海洋研究所・助手 窪川　かおる
東京都立大学・理学研究科・教授 可知　直毅
九州大学・比較社会文化研究院・教授 矢田　脩
産業技術総合研究所・環境管理研究部門・部門長 指宿　堯嗣
名古屋大学・工学研究科・教授 原口　紘き
大阪大学・工学研究科・教授 碓井　建夫
東京大学・工学系研究科・助教授 土橋　律
岡山大学・理学部・教授 本水　昌二
京都大学・化学研究所・教授 磯田　正二
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法政大学・経済学部・教授 絵所　秀紀
上智大学・外国語学部・助教授 川島　緑
国立民族学博物館・民族学研究開発センター・助教授 小長谷　有紀
東京外国語大学・外国語学部・教授 八尾師　誠
お茶の水女子大学・文教育学部・助教授 熊谷　圭知
東京大学・総合文化研究科・教授 高橋　均
奈良女子大学・生活環境学部・助教授 宮坂　靖子
武蔵野女子大学・現代社会学部・教授 藤原　千賀
亜細亜大学・経営学部・教授 小野　公一
三重大学・人文学部・教授 岩本　美砂子
帝京大学・文学部・教授 義江　明子
山梨県立女子短期大学・教授 吉川　豊子
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