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評価協力者 

 

相原 博昭  東京大学大学院理学系研究科教授 

荒井 章司  金沢大学理学部教授 

安藤 正海  高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所教授 

筏 義人  鈴鹿医療科学大学医用工学部教授 

板垣 乙未生  東北大学多元物質科学研究所教授 

井出 利憲  広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

伊藤 茂男  北海道大学大学院獣医学研究科教授 

稲垣 暢也  秋田大学医学部教授 

井ノ上 逸朗  東京大学医科学研究所助教授 

今西 信嗣  京都大学大学院工学研究科教授 

入來 篤史  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

岩井 洋  東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授 

上田 龍三  名古屋市立大学大学院医学研究科教授 

上羽 貞行  東京工業大学精密工学研究所長 

上村 匡  京都大学ウイルス研究所教授 

植村 元一  大阪府立大学総合科学部教授 

梅田 倫弘  東京農工大学工学部教授 

江口 勝美  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

榎本 武美  東北大学大学院薬学研究科教授 

海老原 充  東京都立大学大学院理学研究科教授 

大和田 紘一  熊本県立大学環境共生学部長 

岡野 栄之  慶應義塾大学医学部教授 

岡橋 秀典  広島大学大学院文学研究科教授 

沖田 極  山口大学医学部教授 

越智 幸三  独立行政法人食品総合研究所生物機能開発部微生物機能研究室長 

落合 英俊  九州大学大学院工学研究院教授 

鹿児島 誠一  東京大学大学院総合文化研究科教授 

葛西 眞一  旭川医科大学医学部教授 

梶 昭次郎  帝京大学理工学部教授 

片山 信一  北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 

香月 勗  九州大学大学院理学研究院教授 

金田 清臣  大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

金田 安史  大阪大学大学院医学系研究科教授 



嘉門 雅史  京都大学大学院地球環境学堂教授 

川嵜 敏祐  京都大学大学院薬学研究科教授 

河野 憲二  京都大学大学院医学研究科教授 

北川 禎三  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 泰雄  名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

北澤 宏一  科学技術振興事業団専務理事 

北村 雅人  名古屋大学物質科学国際研究センター教授 

北本 勝ひこ  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

際本 泰士  京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

久城 育夫  海洋科学技術センター固体地球統合フロンティア研究システム長 

久保井 亮一  大阪大学大学院基礎工学研究科教授 

久保田 英朗  神奈川歯科大学歯学部教授 

河野 俊丈  東京大学大学院数理科学研究科教授 

小島 誠  新潟大学農学部教授 

小林 猛  名古屋大学大学院工学研究科教授 

佐久間 康夫  日本医科大学大学院医学研究科教授 

笹川 千尋  東京大学医科学研究所教授 

笹月 健彦  国立国際医療センター研究所長 

澤田 嗣郎  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

澤村 貞史  北海道大学大学院工学研究科教授 

澤本 和子  日本女子大学人間社会学部教授 

宍戸 昌彦  岡山大学工学部教授 

清水 信義  慶應義塾大学医学部教授 

庄司 正弘  東京大学大学院工学系研究科教授 

神野 清勝  豊橋技術科学大学工学部教授 

菅村 和夫  東北大学大学院医学研究科教授 

鈴木 亮輔  京都大学大学院エネルギー科学研究科助教授 

高井 義美  大阪大学大学院医学系研究科教授 

高木 昌宏  北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 

田口 哲  創価大学工学部教授 

武田 廣  神戸大学理学部長 

竹縄 忠臣  東京大学医科学研究所教授 

田中 歩  北海道大学低温科学研究所教授 

田中 博  東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部教授 

谷口 功  熊本大学工学部長 

千川 純一  兵庫県立先端科学技術支援センター所長 



千原 和夫  神戸大学大学院医学系研究科教授 

土屋 昭博  名古屋大学大学院多元数理科学研究科教授 

土屋 友房  岡山大学薬学部長 

道家 紀志  名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

都木 恭一郎  宇宙科学研究所宇宙推進工学部門教授 

富岡 清  京都大学大学院薬学研究科教授 

中尾 一和  京都大学大学院医学研究科教授 

中川 正雄  慶應義塾大学理工学部教授 

中沢 正隆  東北大学電気通信研究所教授 

長谷 あきら  京都大学大学院理学研究科教授 

中辻 憲夫  京都大学再生医科学研究所教授 

中山 喜萬  大阪府立大学大学院工学研究科教授 

西田 信彦  東京工業大学大学院理工学研究科教授 

橋本 公二  愛媛大学医学部教授 

長谷見 雄二  早稲田大学理工学部教授 

八田 達夫  東京大学空間情報科学研究センター教授 

林 紀夫  大阪大学大学院医学系研究科教授 

林 良夫  徳島大学歯学部教授 

日高 昭二  神奈川大学外国語学部教授 

平野 俊夫  大阪大学大学院医学系研究科教授 

平間 正博  東北大学大学院理学研究科教授 

鉾井 修一  京都大学大学院工学研究科教授 

堀  元  創価大学大学院経済学研究科教授 

堀  寛  名古屋大学大学院理学研究科教授 

前川 禎通  東北大学金属材料研究所教授 

前田 晴良  京都大学大学院理学研究科助教授 

松田 准一  大阪大学大学院理学研究科教授 

真鍋 俊也  東京大学医科学研究所教授 

眞山 滋志  神戸大学農学部長 

御子柴 克彦  東京大学医科学研究所教授 

南 不二雄  東京工業大学大学院理工学研究科教授 

宮川 都吉  広島大学大学院先端物質科学研究科教授 

宮園 浩平  東京大学大学院医学系研究科教授 

宮地 良樹  京都大学大学院医学研究科教授 

三好 旦六  神戸大学工学部教授 

棟方 昭博  弘前大学医学部教授 



元木 靖  埼玉大学教養学部教授 

森 正敬  熊本大学大学院医学薬学研究部教授 

安井 弥  広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

山西 潤一  富山大学教育学部長 

山根 洋右  島根医科大学医学部教授 

山本 正幸  東京大学大学院理学系研究科教授 

山本 毅雄  国立情報学研究所情報メディア研究系教授 

渡會 仁  大阪大学大学院理学研究科教授 

 


