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分　科 細  目  名 所  属  機  関  ・  部  局  ・  職 氏   名
京都大学・農学研究科・教授 遠藤　隆
お茶の水女子大学・理学部・教授 松浦　悦子
東北大学・薬学研究科・教授 山添　康
弘前大学・農学生命科学部・教授 小原　良孝
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・助教授 池内　達郎
愛媛大学・教育学部・教授 日詰　雅博
国立環境研究所・生物圏環境研究領域・上席研究官 椿　宜高
名古屋大学・生命農学研究科・教授 山本　進一
信州大学・山地水環境教育研究センター・教授 花里　孝幸
広島大学・生物圏科学研究科・教授 中根　周歩
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 東　正剛
東北大学・生命科学研究科・助教授 酒井　聡樹
京都大学・理学研究科・教授 長谷　あきら
東北大学・生命科学研究科・教授 西谷　和彦
東京都立大学・理学研究科・教授 和田　正三
大阪大学・理学研究科・教授 寺島　一郎
北海道大学・地球環境科学研究科・教授 山本　興太朗
国際農林水産研究センター・生物資源部・主任研究官 篠崎　和子
東京大学・新領域創成科学研究科・助教授 園池　公毅
東京大学・理学系研究科・教授 近藤　矩朗
大阪大学・理学研究科・助教授 柿本　辰男
大阪市立大学・理学研究科・助教授 飯野　盛利
奈良女子大学・理学部・教授 三村　徹郎
国際基督教大学・教養学部・教授 風間　晴子
静岡大学・理学部・教授 田中　滋康
姫路工業大学・理学研究科・助教授 園部　誠司
東京大学・海洋研究所・教授 竹井　祥郎
千葉大学・園芸学部・助教授 西野　栄正
富山大学・理学部・教授 内山　実
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所・助教授 村田　隆
北海道大学・理学研究科・教授 高畑　雅一
九州大学・理学研究院・教授 藤　義博
京都工芸繊維大学・繊維学部・助教授 尾﨑　まみこ
山口大学・理学部・教授 富岡　憲治
横浜市立大学・総合理学研究科・教授 蟻川　謙太郎
福岡女子大学・人間環境学部・教授 小泉　修
千葉大学・理学部・助教授 綿野　泰行
東京大学・総合研究博物館・教授 大場　秀章
琉球大学・熱帯生物圏研究センター・助教授 太田　英利
東北大学・理学研究科・教授 鈴木　三男
静岡大学・理学部・助教授 塚越　哲
神戸大学・内海域機能教育研究センター・教授 川井　浩史
東京都立大学・理学研究科・教授 小林　幸正
広島大学・理学研究科・教授 出口　博則
国立科学博物館・動物研究部・部長 武田　正倫
神戸大学・遺伝子実験センター・助教授 小菅　桂子
鳥取大学・教育地域科学部・教授 鶴崎　展巨
京都大学・理学研究科・助教授 疋田　努
京都大学・ウイルス研究所・教授 伊藤　維昭
佐々木研究所・生化学部・部長 山下　克子
甲南大学・理工学部・教授 杉本　直己
東京都高齢者研究・福祉振興財団・東京都老人総合研究所・副参事研究員 遠藤　玉夫
奈良女子大学・人間文化研究科・教授 矢野　重信
東京大学・医科学研究所・教授 片山　栄作
北海道大学・薬学研究科・教授 稲垣　冬彦
国立感染症研究所・生物活性物質部・室長 鈴木　和男
東京都立大学・理学研究科・教授 礒辺　俊明
京都大学・理学研究科・教授 三木　邦夫
東京工業大学・生命理工学研究科・助教授 三原　久和
長崎大学・医歯薬学総合大学院・教授 芳本　忠
東京大学・医科学研究所・教授 山本　雅
東京工業大学・生命理工学研究科・教授 岡畑　恵雄
九州大学・医学研究院・助教授 阪口　雅郎
東京医科歯科大学・生体材科工学研究所・教授 秋吉　一成
滋賀医科大学・医学部・教授 堀池　喜八郎
大阪大学・たんぱく質研究所・教授 田嶋　正二
名古屋大学・理学研究科・教授 本間　道夫
東京大学・農学生命科学研究科・教授 依田　幸司
大阪大学・たんぱく質研究所・教授 関口　清俊
東北大学・工学研究科・教授 西野　徳三
北海道大学・電子科学研究所・教授 上田　哲男
名古屋大学・理学研究科・教授 遠藤　斗志也
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大阪大学・基礎工学研究科・教授 若林　克三
国立遺伝学研究所・構造遺伝子研究センター・助教授 白木原　康雄
東京理科大学・理工学部・教授 新井　孝夫
東京大学・農学生命科学研究科・教授 田之倉　優
理化学研究所・研究技術開発室・副主任研究員 神谷　信夫
浜松医科大学・光量子医学研究センター・教授 寺川　進
北海道大学・理学研究科・助教授 伊藤　悦朗
京都大学・理学研究科・教授 七田　芳則
東京医科歯科大学・医歯学総合研究科・教授 久保　義弘
高知医科大学・医学部・教授 宇高　恵子
名古屋大学・理学研究科・教授 神山　勉
名古屋工業大学・工学部・助教授 神取　秀樹
名古屋大学・理学研究科・教授 松本　邦弘
東京大学・理学系研究科・助教授 菊池　淑子
東京大学・分子細胞生物学研究所・教授 秋山　徹
東京工業大学・フロンティア創造共同研究センター・教授 半田　宏
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所・教授 堀内　嵩
大阪大学・生命機能研究科・教授 八木　健
大阪大学・理学研究科・教授 滝澤　温彦
京都大学・医学研究科・教授 武田　俊一
広島大学・先端物質科学研究科・教授 土屋　英子
奈良先端科学技術大学院大学・遺伝子教育研究センター・教授 森　浩禎
理化学研究所・発生ゲノミクス研究チーム・チームリーダー 杉本　亜砂子
奈良先端科学技術大学院大学・バイオサイエンス研究科・教授 田坂　昌生
大阪大学・生命機能研究科・教授 近藤　寿人
通信総合研究所・関西先端研究センター・グループリーダー 平岡　泰
東京大学・理学系研究科・教授 福田　裕穂
理化学研究所・細胞材料開発室・室長 大野　忠夫
長崎大学・医歯薬学総合研究科・教授 植田　弘師
神奈川県立がんセンター・臨床研究所・科長 安本　茂
九州大学・理学研究院・教授 藤木　幸夫
国立遺伝学研究所・細胞遺伝研究系・教授 吉森　保
京都大学・ウイルス研究所・教授 上村　匡
群馬大学・医学部・教授 白尾　智明
京都大学・理学研究科・教授 西村　いくこ
昭和大学・薬学部・教授 野瀬　清
理化学研究所・発生・再生科学総合研究センター・グループディレクター 阿形　清和
東京大学・理学系研究科・教授 武田　洋幸
筑波大学・生物科学系・教授 鎌田　博
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所・教授 上野　直人
東北大学・医学系研究科・教授 大隅　典子
北海道大学・理学研究科・教授 山下　正兼
国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門・教授 斎藤　成也
東京大学・理学系研究科・講師 上島　励
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所・教授 長谷部　光泰
日本原子力研究所・計算科学技術推進センター・研究員 由良　敬
九州大学・理学研究院・教授 矢原　徹一
総合研究大学院大学・先導科学研究科・助教授 颯田　葉子
九州大学・比較社会文化研究院・教授 中橋　孝博
椙山女学園大学・人間関係学部・助教授 五百部　裕
大阪大学・人間科学研究科・教授 熊倉　博雄
神戸市看護大学・看護学部・助教授 中川　尚史
産業技術総合研究所・デジタルヒューマン研究センター・主任研究員 河内　眞紀子
琉球大学・医学部・助教授 土肥　直美
実践女子大学・生活科学部・教授 山崎　和彦
日本女子体育大学・体育学部・教授 早弓　惇
森林総合研究所・チーム長 宮崎　良文
東北工業大学・工学部・教授 原田　一
千葉大学・自然科学研究科・助教授 岩永　光一
香蘭女子短期大学・被服学科・教授 河地　洋子
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