
化学　平成２０年度

分科 細目名 細目番号 機関名・部局名・職名 氏名
大阪市立大学・理学研究科・教授 中島　信昭　　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 橋本　和仁　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　分子科学研究所・光分子科学研究領域・教授 小杉　信博　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 中原　勝　　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・客員教授 藤村　勇一　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・教授 関谷　博　　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・准教授 森　初果　　　　　　　　　　　　
（独）産業技術総合研究所・計算科学研究部門・主幹研究員 長嶋　雲兵　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 河野　裕彦　　　　　　　　　　　
広島大学・理学研究科・教授 江幡　孝之　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 高塚　和夫　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　分子科学研究所・光分子科学研究領域・教授 大森　賢治　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　分子科学研究所・光分子科学研究領域・教授 大島　康裕　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・田原分子分光研究室・主任研究員 田原　太平　　　　　　　　　　　
自然科学研究機構　岡崎共通研究施設・計算科学研究センター・教授 岡崎　進　　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 中村　正治　　　　　　　　　　　
奈良教育大学・教育学部・教授 山崎　祥子　　　　　　　　　　　
北海道大学・工学研究科・教授 大熊　毅　　　　　　　　　　　　
大阪大学・工学研究科・教授 茶谷　直人　　　　　　　　　　　
九州大学・先導物質化学研究所・教授 友岡　克彦　　　　　　　　　　　
岐阜大学・工学部・教授 安藤　香織　　　　　　　　　　　
学習院大学・理学部・教授 中村　浩之　　　　　　　　　　　
名古屋大学・物質科学国際研究センター・教授 北村　雅人　　　　　　　　　　　
千葉大学・薬学研究院・准教授 北島　満里子　　　　　　　　　　
東京工業大学・生命理工学研究科・講師 松田　知子　　　　　　　　　　　
愛媛大学・理工学研究科・教授 小野　昇　　　　　　　　　　　　
福井工業大学・工学部・教授 小松　紘一　　　　　　　　　　　
九州大学・理学研究院・教授 酒井　健　　　　　　　　　　　　
東京大学・総合文化研究科・教授 小島　憲道　　　　　　　　　　　
早稲田大学・教育・総合科学学術院・教授 小川　誠　　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・理学研究科・教授 中沢　浩　　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・准教授 大場　正昭　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 飛田　博実　　　　　　　　　　　
大阪大学・理学研究科・准教授 川田　知　　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・准教授 宮坂　等　　　　　　　　　　　　
東京理科大学・理学部・准教授 田所　誠　　　　　　　　　　　　
北里大学・理学部・准教授 石田　斉　　　　　　　　　　　　
静岡大学・機器分析センター・准教授 近藤　満　　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・フロンティア研究システム・副特別研究ユニットリーダー 松尾　司　　　　　　　　　　　　
山形大学・理工学研究科・教授 尾形　健明　　　　　　　　　　　
千葉大学・分析センター・准教授 関　宏子　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 岡田　哲男　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 垣内　隆　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 山田　淳　　　　　　　　　　　　
福岡大学・理学部・教授 脇田　久伸　　　　　　　　　　　
京都大学・地球環境学堂・教授 杉山 雅人

物理化学　　　　　　

分析化学　　　　　　

4602

4603

基礎化学

有機化学　　　　　　

無機化学　　　　　　

4701

4601

京都大学・地球環境学堂・教授 杉山　雅人　　　　　　　　　　　
東京大学・海洋研究所・教授 佐野　有司　　　　　　　　　　　
山梨大学・医学工学総合研究部・准教授 谷　和江　　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・准教授 中野　幸二　　　　　　　　　　　
千葉大学・工学研究科・准教授 藤浪　眞紀　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・教授 神野　清勝　　　　　　　　　　　
関西大学・化学生命工学部・教授 石井　康敬　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 寺田　眞浩　　　　　　　　　　　
長崎大学・工学部・教授 田丸　良直　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 村上　正浩　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 西山　久雄　　　　　　　　　　　
九州大学・先導物質化学研究所・教授 稲永　純二　　　　　　　　　　　
東京工業大学・応用化学専攻・教授 三上　幸一　　　　　　　　　　　
京都大学・工学研究科・教授 大江　浩一　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・化学研究チーム・専任研究員 鈴木　教之　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 谷野　圭持　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 石原　一彰　　　　　　　　　　　
岡山理科大学・工学部・教授 野上　潤造　　　　　　　　　　　
神奈川大学・工学部・教授・理事 西久保　忠臣　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・准教授 田中　敬二　　　　　　　　　　　
国立成育医療センター研究所・生殖医療研究部・共同研究員 樋口　亜紺　　　　　　　　　　　
東京大学・物性研究所・教授 柴山　充弘　　　　　　　　　　　
大阪市立大学・工学研究科・教授 松本　章一　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・教授 塩野　毅　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・准教授 斎藤　礼子　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・教授 木村　恒久　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 工藤　一秋　　　　　　　　　　　
関西大学・化学生命工学部・准教授 大矢　裕一　　　　　　　　　　　
北海道大学・理学研究院・教授 龔　剣萍　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 山子　茂　　　　　　　　　　　　

複合化学 合成化学　　　　　　

高分子化学　　　　　

4702

4703
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東京理科大学・基礎工学部・教授 松本　睦良　　　　　　　　　　　
北海道大学・電子科学研究所・教授 中村　貴義　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・教授 大須賀　篤弘　　　　　　　　　　
東京大学・工学系研究科・教授 堂免　一成　　　　　　　　　　　
慶應義塾大学・理工学部・教授 山元　公寿　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 菊池　純一　　　　　　　　　　　
大阪大学・太陽エネルギー化学研究センター・教授 松村　道雄　　　　　　　　　　　
北海道大学・地球環境科学研究院・教授 嶋津　克明　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・教授 荒木　孝二　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 宮坂　博　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 森　健彦　　　　　　　　　　　　
山口東京理科大学・基礎工学部・准教授 井口　眞　　　　　　　　　　　　
大阪府立大学・産学官連携機構・教授 長岡　勉　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・教授 関　隆広　　　　　　　　　　　　
（独）理化学研究所・加藤分子物性研究室・主任研究員 加藤　礼三　　　　　　　　　　　
京都大学・人間・環境学研究科・教授 田村　類　　　　　　　　　　　　
大阪大学・基礎工学研究科・教授 直田　健　　　　　　　　　　　　
北海道大学・特任准教授 貞許　礼子　　　　　　　　　　　
東京大学・生産技術研究所・准教授 吉江　尚子　　　　　　　　　　　
京都大学・農学研究科・講師 吉岡　まり子　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 馬場　俊秀　　　　　　　　　　　
豊橋技術科学大学・工学部・助教 齊戸　美弘　　　　　　　　　　　
中部大学・応用生物科学部・教授 鈴木　茂　　　　　　　　　　　　
北海道大学・地球環境科学研究院・教授 田中　俊逸　　　　　　　　　　　
東京農工大学・副学長・理事 松永　是　　　　　　　　　　　　
名古屋工業大学・物質工学専攻・教授 増田　秀樹　　　　　　　　　　　
（財）サントリー生物有機科学研究所・主幹研究員 島本　啓子　　　　　　　　　　　
東北大学・理学研究科・教授 磯部　寛之　　　　　　　　　　　
東海大学・工学部・教授 中原　義昭　　　　　　　　　　　
岡山大学・自然科学研究科・教授 宍戸　昌彦　　　　　　　　　　　
東京大学・先端科学技術研究センター・教授 小宮山　真　　　　　　　　　　　
北海道大学・農学研究院・教授 生方　信　　　　　　　　　　　　
名古屋大学・工学研究科・講師 大河内　美奈　　　　　　　　　　
岡山理科大学・理学部・教授・副学長 児玉　美智子　　　　　　　　　　
静岡大学・創造科学技術大学院・教授 小林　健二　　　　　　　　　　　
東京医科歯科大学・生体材料工学研究所・教授 秋吉　一成　　　　　　　　　　　
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・教授 柳　久雄　　　　　　　　　　　　
神戸大学・工学研究科・教授 上田　裕清　　　　　　　　　　　
九州大学・工学研究院・教授 長村　利彦　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 大野　弘幸　　　　　　　　　　　
山形大学・理工学研究科・教授 城戸　淳二　　　　　　　　　　　
東京工業大学・総合理工学研究科・教授 菅野　了次　　　　　　　　　　　
桐蔭横浜大学・工学研究科・教授・研究科長 宮坂　力　　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 榎　敏明　　　　　　　　　　　　
東京大学・理学系研究科・教授 長谷川　哲也　　　　　　　　　　
東洋大学・工学部・准教授 蒲生 美香（西谷 美香）

複合化学

環境関連化学　　　　

機能材料・デバイス　

機能物質化学　　　　

生体関連化学　　　　

4801

4706

4704

4705

東洋大学・工学部・准教授 蒲生　美香（西谷 美香）　　　　　

大阪府立大学・工学研究科・教授 小川　昭弥　　　　　　　　　　　
関西大学・化学生命工学部・教授 石川　正司　　　　　　　　　　　
東北大学・工学研究科・教授 正田　晋一郎　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・教授 川瀬　徳三　　　　　　　　　　　
北海道教育大学・教育学部函館校・教授 松橋　博美　　　　　　　　　　　
長岡技術科学大学・工学部・教授 西口　郁三　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・教授 田中　正人　　　　　　　　　　　
首都大学東京・都市環境科学研究科・教授 井上　晴夫　　　　　　　　　　　
東京工業大学・フロンティア創造共同研究センター・教授 細野　秀雄　　　　　　　　　　　
島根大学・総合理工学部・教授 陶山　容子　　　　　　　　　　　
早稲田大学・理工学術院・教授 黒田　一幸　　　　　　　　　　　
京都大学・理学研究科・准教授 中西　和樹　　　　　　　　　　　
鹿児島大学・理工学研究科・教授 平田　好洋　　　　　　　　　　　
九州大学・応用力学研究所・教授 柿本　浩一　　　　　　　　　　　
信州大学・繊維学部・教授 阿部　康次　　　　　　　　　　　
京都大学・化学研究所・教授 金谷　利治　　　　　　　　　　　
山形大学・理工学研究科・教授 幅上　茂樹　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 朝倉　哲郎　　　　　　　　　　　
東京工業大学・理工学研究科・教授 高田　十志和　　　　　　　　　　
東北大学・多元物質科学研究所・教授 及川　英俊　　　　　　　　　　　
東京農工大学・共生科学技術研究院・教授 渡辺　敏行　　　　　　　　　　　
広島大学・工学研究科・准教授 飯澤　孝司　　　　　　　　　　　
昭和女子大学・生活機構研究科・教授 小原　奈津子　　　　　　　　　　
京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・准教授 池田　裕子　　　　　　　　　　　
東京工業大学・資源化学研究所・准教授 中川　勝　　　　　　　　　　　　
秋田大学・工学資源学部・准教授 寺境　光俊　　　　　　　　　　　

材料化学

4804

無機工業材料　　　　

有機工業材料　　　　

高分子・繊維材料　　

4803

4802
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