
科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）中間・事後評価 

評価協力者 

  
相田 美砂子 広島大学・大学院理学研究科・教授 

青木  孝 順天堂大学・医学部・教授 

青野 正和 物質・材料研究機構・ナノシステム機能センター・センター長 

阿形 清和 京都大学・大学院理学研究科・教授 

秋葉  隆 東京女子医科大学・腎臓病総合医療センター・血液浄化療法科・教授 

浅岡  顕 名古屋大学・大学院工学研究科・教授 

安部 眞一 熊本大学・大学院自然科学研究科・教授 

安部 隆士 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・教授 

荒井 章司 金沢大学・大学院自然科学研究科・教授 

安藤 朝夫 東北大学・大学院情報科学研究科・教授 

飯野 盛利 大阪市立大学・大学院理学研究科・助教授 

池内 達郎 東京医科歯科大学･難治疾患研究所・助教授 

池田 恭治 国立長寿医療センター・研究所・運動器疾患研究部長 

石井  勝 福岡教育大学・体育研究センター・教授 

石黒  浩 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

石塚 英弘 筑波大学・大学院図書館情報メディア研究科・教授 

板垣 乙未生 東北大学・多元物質科学研究所・教授 

市丸 和徳 九州大学･名誉教授 

伊藤 秋男 京都大学・大学院工学研究科・教授 

伊藤 靖彦 同志社大学・工学部・教授 

糸満 盛憲 北里大学・医学部・教授 

稲辺  保 北海道大学・大学院理学研究院・教授 

井上  丹 京都大学・大学院生命科学研究科・教授 

井上 紘一 大阪産業大学・大学院工学研究科・客員教授 

猪子 英俊 東海大学・医学部・教授 

入來 篤史 理化学研究所・脳科学総合研究センター・チームリーダー 

岩井 善郎 福井大学・大学院工学研究科・教授 

岩倉 洋一郎 東京大学・医科学研究所・教授 

岩本 正和 東京工業大学・資源化学研究所・教授 

植田 充美 京都大学・大学院農学研究科・教授 

上野 晃史 静岡大学・工学部・教授 

上野 照剛 九州大学・大学院工学研究院・特任教授 



上野 千鶴子 東京大学・大学院人文社会系研究科・教授 

上村  匡 京都大学・大学院生命科学研究科・教授 

植村 元一 京都薬科大学・客員教授 

内野 善生 東京医科大学・名誉教授 

宇野 伸浩 広島修道大学・人間環境学部・教授 

梅田 倫弘 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

江口 勝美 長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

海老原 充 首都大学東京・大学院理工学研究科・教授 

遠藤  克 日本大学・大学院生物資源科学研究科・教授 

遠藤 文夫 熊本大学・医学部・教授 

大川 房義 北海道大学・大学院理学研究科・教授 

大嶌 幸一郎 京都大学・大学院工学研究科・教授 

大谷 啓一 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授 

大西 武雄 奈良県立医科大学・医学部・教授 

大野 隆央 物質・材料研究機構・計算科学センター・センター長 

大野 信忠 名古屋大学・大学院工学研究科・教授 

大山  力 横浜国立大学・大学院工学研究院･教授 

大和田 紘一 熊本県立大学・環境共生学部・教授 

岡  正朗 山口大学・大学院医学系研究科・教授 

小笠原 司 奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科・教授 

岡田 哲男 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

岡橋 秀典 広島大学・大学院文学研究科・教授 

岡本 光弘 帝塚山大学・現代生活学部・教授 

岡本 康昭 島根大学・総合理工学部・教授 

沖田  極 下関厚生病院・病院長 

奥村 次徳 首都大学東京・大学院理工学研究科・教授 

小澤  守 関西大学・工学部・教授 

尾嶋 正治 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

小田 俊理 東京工業大学・量子ナノエレクトロニクス研究センター・教授 

小原 良孝 弘前大学・農学生命科学部・教授 

小俣 政男 東京大学・医学部附属病院・教授 

墻内 千尋 立命館大学・理工学部・教授 

各務 伸一 愛知医科大学・医学部・教授 

加古  孝 電気通信大学・電気通信学部・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 

笠井 文絵 

旭川医科大学・医学部・教授 

国立環境研究所・生物圏環境研究領域微生物生態研究室・室長 

風間 晴子 国際基督教大学・教養学部・教授 

梶 昭次郎 帝京大学・理工学部・教授 

柏木 孝夫 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

春日 雅人 神戸大学・医学部附属病院・病院長 

糟谷 憲一 一橋大学・大学院社会学研究科・教授 

片岡 一則 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

片山 信一 北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科・教授 

香月 勗 九州大学・大学院理学研究院・教授 

勝田 正文 早稲田大学・理工学術院・教授 

勝又 紘一 理化学研究所・播磨研究所・放射光科学総合研究センター・チームリーダー 

加藤 重樹 京都大学・大学院理学研究科・教授 

加藤 孝久 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

加藤 雅治 東京工業大学・大学院総合理工学研究科・教授 

加藤 幸夫 広島大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

門脇  孝 東京大学・医学部附属病院・教授 

上舘 民夫 北海道大学・大学院工学研究科・教授 

嘉門 雅史 京都大学・大学院地球環境学堂・教授 

烏山  一 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授 

川崎 誠治 

河田 光博 

順天堂大学・医学部・教授 

京都府立医科大学・大学院医学研究科・教授 

神沢  博 名古屋大学・大学院環境学研究科・教授 

神成 文彦 慶應義塾大学・理工学部・教授 

菊池 和朗 東京大学・先端科学技術研究センター・教授 

木越  治 金沢大学・文学部・教授 

岸野 克巳 上智大学・理工学部・教授 

岸本 美緒 東京大学・大学院人文社会系研究科・教授 

木曾 康郎 山口大学・農学部・教授 

北岡 良雄 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授 

北川 禎三 豊田理化学研究所・フェロー 

北島 政樹 慶應義塾大学・医学部・教授 

北島 康雄 岐阜大学・大学院医学系研究科・教授 

北野 正剛 大分大学・医学部・教授 

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 



北森 武彦 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

木原 壮林 京都工芸繊維大学・大学院工芸科学研究科・教授 

木村  實 京都府立医科大学・大学院医学研究科・教授 

清野  宏 東京大学・医科学研究所・教授 

日下部 治 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

葛原 茂樹 三重大学・大学院医学研究科・教授 

工藤 俊章 理化学研究所・中央研究所・主任研究員 

久保井 亮一 大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授 

倉光 成紀 大阪大学・大学院理学研究科・教授 

栗原 和枝 東北大学・多元物質科学研究所・教授 

黒川 隆志 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

桑野 範之 九州大学・産学連携センター・教授 

桑野 博行 群馬大学・大学院医学系研究科・教授 

高坂 哲也 静岡大学・農学部・教授 

高阪 宏行 日本大学・文理学部 ・教授 

河野 公俊 理化学研究所・河野低温物理研究室・主任研究員 

河野 俊丈 東京大学・大学院数理科学研究科・教授 

桑折 範彦 徳島大学・総合科学部・教授 

越川 孝範 大阪電気通信大学・エレクトロニクス基礎研究所・所長 

小島  誠 新潟大学・名誉教授 

小島 憲道 東京大学・大学院総合文化研究科・教授 

小薗 英雄 東北大学・大学院理学研究科・教授 

小竹 信宏 千葉大学・理学部・教授 

児玉谷 史朗 一橋大学・大学院社会学研究科・教授 

小長谷 有紀 国立民族学博物館・研究戦略センター・教授 

五神  真 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

小松 進一 早稲田大学・理工学術院・教授 

小松原 明哲 早稲田大学・理工学術院・教授 

小森 彰夫 核融合科学研究所・大型ヘリカル研究部・教授 

今野 弘之 浜松医科大学・医学部・教授 

西郷 和彦 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

齋藤  康 千葉大学・大学院医学研究院・教授 

斉藤 喬雄 福岡大学・医学部・教授 

才野 敏郎 名古屋大学・地球水循環研究センター・教授 

財満 鎮明 名古屋大学・大学院工学研究科・教授 



坂井 修一 東京大学・大学院情報理工学系研究科・教授 

榊  裕之 東京大学・生産技術研究所・教授 

相良 和伸 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

桜井  晃 有限会社ＱＰＳ研究所・取締役 

櫻井  純 徳島文理大学・薬学部・教授 

迫田 和彰 物質・材料研究機構・量子ドットセンター・ナノフォトニクスグループ・ 

 グループリーダー 

笹川 千尋 東京大学・医科学研究所・教授 

佐々木 康人 国際医療福祉大学・副学長 

佐藤 浩之助 九州大学・応用力学研究所・炉心理工学研究センター長 

佐藤 洋平 農業環境技術研究所・理事長 

佐土原 聡 横浜国立大学・大学院環境情報研究院・教授 

佐野 史道 京都大学・エネルギー理工学研究所・教授 

澤田 嗣郎 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

澤村 貞史 北海道大学・大学院工学研究科・教授 

三田 一郎 神奈川大学・工学部・教授 

塩崎  均 近畿大学・医学部・教授 

宍戸 昌彦 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

篠田 義一 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授 

四宮 謙一 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授 

澁谷 浩司 東京医科歯科大学・難治性疾患研究所・教授 

澁谷 陽二 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

島田 清司 名古屋大学・大学院生命農学研究科・教授 

清水 慶子 京都大学・霊長類研究所・助手 

清水 信義 慶應義塾大学・医学部・教授 

清水 不二雄 新潟青陵大学・副学長 

志水 隆一 大阪工業大学・情報科学部・教授 

庄子  仁 北見工業大学・未利用エネルギー研究センター・教授 

白石 友紀 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

神野 清勝 豊橋技術科学大学・工学部・教授 

新名 惇彦 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 

菅野  暁 東京大学・名誉教授 

菅村 和夫 東北大学・大学院医学系研究科・教授 

菅原  正 東京大学・大学院総合文化研究科・教授 

杉町 圭蔵 九州中央病院・病院長 



杉本 隆成 東海大学・海洋研究所・教授 

鈴木 俊夫 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

住吉 孝行 首都大学東京・大学院理工学研究科・教授 

関  隆広 名古屋大学・大学院工学研究科・教授 

関口 順一 信州大学・大学院総合工学系研究科・教授 

祖父江 元 名古屋大学・大学院医学系研究科・教授 

高木 慎吾 大阪大学・大学院理学研究科・助教授 

高木 昌宏 北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科・教授 

高浪 洋一 九州大学・大学院農学研究院・教授 

高橋 修平 北見工業大学・工学部・教授 

高橋 利宏 学習院大学・理学部・教授 

高橋 淑子 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 

高見  博 帝京大学・医学部・教授 

高柳 邦夫 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

滝川 正春 岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

田口  哲 創価大学・工学部・教授 

田窪 行則 京都大学・大学院文学研究科・教授 

武田  敬 広島大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

武田  廣 神戸大学・理学部・教授 

竹縄 忠臣 東京大学・医科学研究所・教授 

竹山 春子 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

竜田 邦明 早稲田大学・理工学術院・教授 

巽  和行 名古屋大学・物質科学国際研究センター・教授 

舘野 義男 国立遺伝学研究所・生命情報・ＤＤＢＪ研究センター・教授 

田中 和永 早稲田大学・理工学術院・教授 

田中 啓治 理化学研究所・脳科学総合研究センター・領域ディレクター 

田中 晃二 分子科学研究所・錯体化学実験施設・教授 

谷口  功 熊本大学・工学部・教授 

谷口 研二 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

谷口 秀夫 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

玉田 哲男 岡山大学・資源生物科学研究所・教授 

民谷 栄一 北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科・教授 

田村 眞理 東北大学・加齢医学研究所・教授 

田村 照子 文化女子大学・大学院生活環境学研究科・教授 

田谷 一善 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 



千川 純一 兵庫県先端技術支援センター・所長 

千田 和広 東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授 

千原 和夫 神戸大学・大学院医学系研究科・教授 

辻  荘一 神戸大学・名誉教授 

土屋 友房 岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

土 `山  明 大阪大学・大学院理学研究科・教授 

續  輝久 九州大学・大学院医学研究院・教授 

坪内 和夫 東北大学・電気通信研究所・教授 

局  博一 東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授 

津村 義彦 森林総合研究所・森林遺伝研究領域樹木遺伝研究室・室長 

露無 慎二 静岡大学・創造科学技術大学院・教授 

寺西 俊一 一橋大学・大学院経済学研究科・教授 

寺前 紀夫 東北大学・大学院理学研究科・教授 

都木 恭一郎 東京農工大学・大学院共生科学技術研究院・教授 

徳田  元 東京大学・分子細胞生物学研究所・教授 

徳永 万喜洋 国立遺伝学研究所・構造遺伝学研究センター・教授 

徳久 剛史 千葉大学・大学院医学研究院・教授 

富阪 幸治 国立天文台・理論研究部・教授 

中井 善一 神戸大学・工学部・教授 

中尾 光善 熊本大学・発生医学研究センター・教授 

中川 敦史 大阪大学・蛋白質研究所・教授 

中川 貴雄 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部・赤外・ 

 サブミリ波天文学研究系・教授 

中川 正雄 慶應義塾大学・理工学部・教授 

長崎 幸夫 筑波大学・学際物質科学研究センター・教授 

中島  浩 京都大学・学術情報メディアセンター・教授 

中島  佑 東北大学・名誉教授 

中園 明信 九州大学・名誉教授 

永田 恭介 筑波大学・大学院人間総合科学研究科・教授 

中辻 憲夫 京都大学・再生医科学研究所・所長 

中西 八郎 東北大学・多元物質科学研究所・客員教授 

中西 喜彦 鹿児島大学・名誉教授 

中村 孝志 京都大学・大学院医学研究科・教授 

中村 正彰 日本大学・理工学部・教授 

中屋 晴恵 大阪市立大学・大学院理学研究科・助教授 



中山 喜萬 大阪府立大学・大学院工学研究科・教授 

鍋島 陽一 京都大学・大学院医学研究科・教授 

成田 龍一 日本女子大学・人間社会学部・教授 

西田 栄介 京都大学・大学院生命科学研究科・教授 

西田 信彦 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

西原  寛 東京大学・大学院理学系研究科・教授 

西村 紳一郎 北海道大学・大学院先端生命科学研究院・教授 

西山 久雄 名古屋大学・大学院工学研究科・教授 

二宮 博正 日本原子力研究開発機構・核融合研究開発部門研究開発推進室・室長 

野崎 智義 群馬大学・大学院医学系研究科・教授 

能瀬 聡直 東京大学・大学院理学系研究科・助教授 

法村 俊之 産業医科大学・医学部・教授 

橋本 公二 愛媛大学・大学院医学系研究科・教授（研究科長） 

橋本 俊一 北海道大学・大学院薬学研究院・教授 

長谷川 勉 九州大学・大学院システム情報科学研究院・教授 

長谷見 雄二 早稲田大学・理工学術院・教授 

八田 達夫 国際基督教大学・教養学部・教授 

服部  保 兵庫県立大学・自然・環境科学研究所・教授 

羽根 一博 東北大学・大学院工学研究科・教授 

濱島 高太郎 東北大学・大学院工学研究科・教授 

林   徹 東京大学・大学院人文社会系研究科・教授 

林  良夫 徳島大学・大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・教授 

林 紘三郎 岡山理科大学・技術科学研究所・教授(所長) 

東  健司 大阪府立大学・大学院工学研究科・教授 

東谷  公 京都大学・大学院工学研究科・教授 

樋口 保成 神戸大学・理学部・教授 

日高 昭二 神奈川大学・外国語学部・教授 

肥塚 直美 東京女子医科大学・医学部・教授 

平尾 俊一 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

平岡 和雄 物質・材料研究機構・新構造材料センター・溶接グループ・グループリーダー 

平澤 博之 千葉大学・名誉教授 

平本 俊郎 東京大学・生産技術研究所・教授 

廣井 邦雄 奥羽大学・薬学部・教授 

深田 吉孝 東京大学・大学院理学系研究科・教授 

深水 昭吉 筑波大学・大学院生命環境科学研究科・教授 



福山 秀敏 東京理科大学・理学部・教授 

藤井 保彦 日本原子力研究開発機構・量子ビーム応用研究部門・副部門長 

藤木 幸夫 九州大学・大学院理学研究院・教授 

藤野 清志 北海道大学・大学院理学研究院・教授 

藤野 陽三 東京大学・大学院工学系研究科・教授 

藤山  寛 長崎大学・大学院生産科学研究科・教授 

藤原 千賀 武蔵野大学・現代社会学部・教授 

古川 鋼一 名古屋大学・大学院医学系研究科・教授 

古谷  研 東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授 

別府 輝彦 日本大学・大学院総合科学研究科・教授 

星  元紀 東京工業大学・名誉教授 

堀   寛 名古屋大学・大学院理学研究科・教授 

堀   元 創価大学・大学院経済学研究科・教授 

堀  洋一 東京大学・生産技術研究所・教授 

堀井 俊宏 大阪大学・微生物病研究所・教授 

真家 和生 大妻女子大学・家政学部・教授 

前田 晴良 京都大学・大学院理学研究科・助教授 

升谷 五郎 東北大学・大学院工学研究科・教授 

町田 一成 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

松井 彰彦 東京大学・大学院経済学研究科・教授 

松浦 啓一 国立科学博物館・動物研究部動物第二研究室・室長 

松田 一寛 東北大学・大学院農学研究科・教授 

松田 准一 大阪大学・大学院理学研究科・教授 

松田 佳久 東京学芸大学・教育学部・教授 

松原 英一郎 京都大学・大学院工学研究科・教授 

真鍋 俊也 東京大学・医科学研究所・教授 

満渕 邦彦 東京大学・大学院情報理工学系研究科・教授 

眞山 滋志 神戸大学・理事(副学長) 

圓山  裕 広島大学・大学院理学研究科・教授 

御子柴 克彦 東京大学・医科学研究所・教授 

三森 文行 国立環境研究所・化学環境研究領域生体計測研究室・室長 

満屋 裕明 熊本大学・医学部・教授 

南  卓志 東北大学・大学院農学研究科・教授 

南 不二雄 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

峰岸 真琴 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所・教授 



宮岡 礼子 九州大学・大学院数理学研究院・教授 

宮川 豊章 京都大学・大学院工学研究科・教授 

宮坂 昌之 大阪大学・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 

宮下 保司 東京大学・大学院医学系研究科・教授 

向  智里 金沢大学・大学院自然科学研究科・教授 

棟方 昭博 弘前大学・医学部・教授 

村上 正紀 京都大学・大学院工学研究科・教授 

村上 正浩 京都大学・大学院工学研究科・教授 

村松  喬 愛知学院大学・心身科学部・教授 

本水 昌二 岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

森  友彦 畿央大学・健康科学部・教授 

森田 善久 龍谷大学・理工学部・教授 

森本 俊文 松本歯科大学・大学院歯学独立研究科・教授 

八木 健彦 東京大学・物性研究所・教授 

安井  弥 広島大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

安田 秀幸 大阪大学・大学院工学研究科・教授 

矢野 米雄 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス・研究部長 

山口  朗 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・教授 

山越 憲一 金沢大学・大学院自然科学研究科・教授 

山崎 福寿 上智大学・経済学部・教授 

山本  智 東京大学・大学院理学系研究科・教授 

山本 幸司 名古屋工業大学・大学院工学研究科・教授 

山本 正幸 東京大学・大学院理学系研究科・教授 

圦本 尚義 北海道大学・大学院理学研究院・教授 

横関 健三 味の素株式会社・アミノサイエンス研究所・理事 

横山  浩 産業技術総合研究所・ナノテクノロジー研究部門・部門長 

横山  泰 横浜国立大学・大学院工学研究院・教授 

横山 節雄 東京学芸大学・情報処理センター ・教授 

吉岡 政德 神戸大学・国際文化学部・教授 

吉川 武男 理化学研究所・脳科学総合研究センター・分子精神科学研究チーム・ 

チームリーダー 

吉田 貞史 埼玉大学・大学院理工学研究科・教授 

吉田 朋好 東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

渡辺 公綱 産業技術総合研究所・生物情報解析研究センター・センター長 



渡辺 成良 電気通信大学・電気通信学部・教授 

渡邊 俊行 九州大学・大学院人間環境学研究院・教授 

渡邉 正義 横浜国立大学・大学院工学研究院・教授 

渡部 一仁 摂南大学・薬学部・教授 

 
（平成１８年９月末現在） 


