
通番 採用/内定 所属機関名 所属部局名 職名 分科 国際学会等の名称 開催地（国・地域名） 開催期間開始日 開催期間終了日

1 採用 小島 広久 首都大学東京 システムデザイン 准教授 総合工学 工学、航空宇宙、科学における数学問題の国際会議 イタリア 2008/6/25 2008/6/27

2 採用 谷本 潤 九州大学 総合理工学 教授 情報学 米国電気通信学会　コンピュータ知能に関する国際会議2008 中華人民共和国 2008/6/1 2008/6/6

3 内定 鎌倉 慎治 東北大学 医学（系） 准教授 人間医工学 第8回世界バイオマテリアル会議 オランダ 2008/5/28 2008/6/1

4 内定 田中 康規 金沢大学 自然科学 准教授 電気電子工学 第35回プラズマ科学国際会議 ドイツ 2008/6/15 2008/6/19

5 内定 七山 太 独立行政法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門 主任研究員 地球惑星科学 沿岸災害対策国際会議2008年大会 アメリカ合衆国 2008/4/13 2008/4/16

6 内定 杉本 昌隆 山形大学 理工学 助教 材料化学 国際高分子加工学会第24回年次大会 イタリア 2008/6/15 2008/6/19

7 採用 宗村 広昭 島根大学 生物資源科学 助教 農業工学 世界環境水資源学会2008 アメリカ合衆国 2008/5/12 2008/5/16

8 採用 安原 英明 愛媛大学 理工学 准教授 土木工学 第三回地球システムにおける熱ー水ー応力ー化学連成問題に関する国際学会 フランス 2008/6/2 2008/6/6

9 内定 牧野 義雄 東京大学 農学生命科学 准教授 農業工学 2008年度アメリカ園芸学会年次大会 アメリカ合衆国 2008/7/21 2008/7/24

10 内定 花田 俊也 九州大学 工学（系） 准教授 総合工学 第37回宇宙研究委員会科学会議 カナダ 2008/7/13 2008/7/20

11 採用 西畑 伸也 東京工業大学 情報理工学 准教授 数学 第12回国際研究集会「双曲型問題：理論、数値解析、応用」 アメリカ合衆国 2008/6/9 2008/6/13

12 内定 青木 直人 三重大学 生物資源学 准教授 境界農学 第16回欧州肥満学会2008年大会 スイス 2008/5/14 2008/5/17

13 内定 大沼　 進 北海道大学 文学 准教授 心理学 第29回国際心理学会議 ドイツ 2008/7/20 2008/7/25

14 内定 鈴木 勉 筑波大学 システム情報工学 教授 社会・安全システム科学 第18回国際オペレーションズ・リサーチ学会連合国際会議 南アフリカ共和国 2008/7/13 2008/7/18

15 内定 久木田 直江 静岡大学 人文社会（系） 教授 文学 第15回国際中世学会議 英国 2008/7/7 2008/7/10

16 内定 山本 直人 名古屋大学 文学 教授 史学 第6回世界考古学会議 アイルランド 2008/6/29 2008/7/4

17 採用 煎本　 孝 北海道大学 文学 教授 文化人類学 第16回国際人類学民族学会議 中華人民共和国 2008/7/15 2008/7/23

18 採用 三好 利一 独立行政法人産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門 研究員 材料化学 第235回アメリカ化学会 アメリカ合衆国 2008/4/6 2008/4/10

19 内定 渡辺 秀人 愛知医科大学 分子医科学研究所 教授 基礎医学 第13回　プロテオグリカンゴードンリサーチ会議 アメリカ合衆国 2008/7/6 2008/7/11

20 採用 三方 康弘 大阪工業大学 工学（系） 講師 土木工学 第13回コンクリートにおけるアルカリ骨材反応に関する国際会議 ノルウェー 2008/6/16 2008/6/19

21 採用 菊地 和弘 独立行政法人農業生物資源研究所 動物科学研究領域 主任研究員 畜産学・獣医学 第16回動物生殖に関する国際集会 ハンガリー 2008/7/13 2008/7/17

22 内定 菅沼 直樹 金沢大学 自然科学 講師 情報学 2008 IEEE知能自動車に関する国際会議 オランダ 2008/6/4 2008/6/6
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23 内定 加藤 洋一郎 東京大学 農学生命科学 助教 農学 第5回国際作物学会議 大韓民国 2008/4/13 2008/4/18

24 採用 山田 孝子 京都大学 人間環境学 教授 文化人類学 第16回国際人類学民族学会議 中華人民共和国 2008/7/15 2008/7/23

25 採用 林 希一郎 名古屋大学 エコトピア科学研究所 准教授 環境学 国際影響評価学会第28回年次大会 オーストラリア 2008/5/4 2008/5/10

26 内定 吉田 正俊 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 生理学研究所 助教 神経科学 第12回意識の科学的研究に関する学会 年会 台湾 2008/6/19 2008/6/22

27 内定 藤本 信一郎 熊本電波工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授 物理学 第10回宇宙における原子核 アメリカ合衆国 2008/7/27 2008/8/1

28 内定 中矢　　 正 北海道大学 薬学（系） 助教 薬学 国際アルツハイマー病学会2008 アメリカ合衆国 2008/7/26 2008/7/31

29 採用 内田　 努 北海道大学 工学（系） 准教授 応用物理学・工学基礎 第6回国際ガスハイドレート会議 カナダ 2008/7/6 2008/7/10

30 内定 近藤 剛弘 筑波大学 数理物質科学 助教 応用物理学・工学基礎 第25回表面科学ヨーロッパ会議 英国 2008/7/27 2008/8/1

31 内定 藤崎 礼志 金沢大学 自然科学 講師 電気電子工学 2008年IEEE情報理論に関する国際シンポジウム カナダ 2008/7/6 2008/7/11

32 採用 木村 剛 大阪大学 基礎工学 教授 物理学 第2回新規電子機能物質に関するワークショップ アメリカ合衆国 2008/5/15 2008/5/17

33 内定 波呂 浩孝 山梨大学 医学部附属病院 講師 外科系臨床医学 国際腰椎学会総会 スイス 2008/5/25 2008/5/31

34 内定 渡邊 剛 北海道大学 理学（系） 講師 地球惑星科学 第11回国際サンゴ礁シンポジウム アメリカ合衆国 2008/7/7 2008/7/11

35 内定 佐藤　 努 北海道大学 工学（系） 准教授 総合工学 ゴールドシュミット国際会議 カナダ 2008/7/13 2008/7/18

36 内定 中森 泰三 独立行政法人放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 博士研究員 環境学 第1回放射生態学環境放射能国際会議 ノルウェー 2008/6/15 2008/6/20

37 内定 田中 正弘 島根大学 教育開発センター 講師 教育学 第23回大会（欧州比較教育学会） ギリシャ 2008/7/7 2008/7/10

38 採用 首藤 登志夫 北海道大学 工学（系） 准教授 総合工学 米国自動車学会2008年世界大会 アメリカ合衆国 2008/4/14 2008/4/17

39 内定 大北 英生 京都大学 工学（系） 准教授 複合化学 第17回太陽光の光化学変換と貯蔵国際学会 オーストラリア 2008/7/27 2008/8/1

40 内定 兼松 隆 九州大学 歯学 准教授 歯学 ラ氏島とβ細胞の生物学（キーストーン　シンポジウム） アメリカ合衆国 2008/4/6 2008/4/11

41 内定 西村 和洋 千葉大学 薬学（系） 講師 薬学 ポリアミン：オルニチン脱炭酸酵素の40年 フィンランド 2008/6/26 2008/6/30

42 内定 速水 真也 広島大学 理学（系） 准教授 基礎化学 第3回分子材料国際シンポジウム フランス 2008/7/8 2008/7/11

43 内定 田中 朋之 京都大学 農学（系） 准教授 農学 第5回国際作物学会議 大韓民国 2008/4/13 2008/4/18

44 内定 成田 正明 三重大学 医学（系） 教授 内科系臨床医学 第7回年次自閉症研究国際会議2008 英国 2008/5/15 2008/5/17

45 採用 西迫 貴志 東京工業大学 精密工学研究所 助教 ナノ・マイクロ科学 パーティクル2008 アメリカ合衆国 2008/5/10 2008/5/13

46 内定 水野 樹 帝京大学 医学（系） 講師 外科系臨床医学 欧州麻酔科学会2008年学術集会 デンマーク 2008/5/31 2008/6/3

47 採用 王 柳蘭 京都大学 アジア・アフリカ地域研究 助教 文化人類学 第16回国際人類学民族学会議 中華人民共和国 2008/7/15 2008/7/23



48 採用 伊藤 崇達 愛知教育大学 教育学 講師 心理学 第29回国際心理学会議 ドイツ 2008/7/20 2008/7/25

49 内定 渡邊 実 静岡大学 工学（系） 准教授 電気電子工学 米国電気電子学会並列分散処理シンポジウム アメリカ合衆国 2008/4/14 2008/4/15

50 内定 竹見 哲也 京都大学 防災研究所 准教授 地球惑星科学 第15回雲および降水に関する国際会議 メキシコ 2008/7/7 2008/7/11

51 採用 桂 圭佑 京都大学 農学（系） 助教 農学 第5回国際作物学会議 大韓民国 2008/4/13 2008/4/18

52 内定 佐藤 亮一 新潟大学 人文社会・教育科学系 准教授 環境学 第7回合成開口レーダに関する欧州会合 ドイツ 2008/6/2 2008/6/5

53 内定 山内 勝也 長崎大学 工学（系） 助教 人間医工学 国際音響学会議2008 フランス 2008/6/29 2008/7/4

54 採用 村川 英樹 神戸大学 工学（系） 助教 総合工学 先進的原子炉に関する国際会議2008 アメリカ合衆国 2008/6/8 2008/6/12

55 採用 影山 裕二 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造事業本部 さきがけ研究者 生物科学 第49回ショウジョウバエ研究会年会 アメリカ合衆国 2008/4/2 2008/4/6

56 内定 青木　　 茂 北海道大学 低温科学研究所 准教授 環境学 南極研究科学委員会/国際北極科学委員会国際極年公開科学会議 ロシア 2008/7/8 2008/7/11

57 内定 野口 昌良 首都大学東京 都市教養 准教授 経営学 第12回会計史国際会議 トルコ 2008/7/20 2008/7/24

58 採用 中島 宏 独立行政法人日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター セクションリーダー 総合工学 第11回放射線遮蔽国際会議 アメリカ合衆国 2008/4/13 2008/4/18

59 内定 川本 健 埼玉大学 理工学 准教授 環境学 ヨーロッパ地球科学連合大会2008 オーストリア 2008/4/13 2008/4/18

60 内定 野上 敏材 京都大学 工学（系） 助教 複合化学 第24回国際糖質シンポジウム（ICS-2008) ノルウェー 2008/7/27 2008/8/1

61 内定 星野 友昭 久留米大学 医学（系） 講師 内科系臨床医学 米国胸部疾患学会国際学会 カナダ 2008/5/16 2008/5/21

62 内定 市榮 智明 高知大学 農学（系） 准教授 林学 熱帯生物保全学会年次大会 スリナム共和国 2008/6/9 2008/6/13

63 内定 井手 玲子 産業医科大学 産業生態科学研究所 助教 歯学 第86回国際歯学研究会議総会 カナダ 2008/7/2 2008/7/5

64 内定 松本 健志 大阪大学 基礎工学 准教授 人間医工学 実験生物学会2008年次集会 アメリカ合衆国 2008/4/5 2008/4/9

65 内定 竹澤 晃弘 広島大学 工学（系） 助手 機械工学 第8回計算力学世界会議 イタリア 2008/6/30 2008/7/4

66 内定 山下 健一 首都大学東京 理工学 助教 基礎化学 第5回ポルフィリン･フタロシアニン国際会議 ロシア 2008/7/6 2008/7/11

67 内定 坂井　 文 北海道大学 工学（系） 准教授 建築学 第13回国際都市計画史学会大会 アメリカ合衆国 2008/7/10 2008/7/13

68 内定 野邊 厚 大阪大学 基礎工学 助教 数学 第8回差分方程式の対称性と可積分性に関する国際研究集会 カナダ 2008/6/22 2008/6/28

69 内定 竹永 秀信 独立行政法人日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門 研究主幹 総合工学 第18回プラズマ・壁相互作用国際会議 スペイン 2008/5/26 2008/5/30

70 内定 小泉 圭吾 大阪大学 工学（系） 助教 土木工学 第42回アメリカ岩の力学学会シンポジウム アメリカ合衆国 2008/6/29 2008/7/2

71 採用 平崎 鋭矢 大阪大学 人間科学 助教 人類学 第77回米国形質人類学会大会 アメリカ合衆国 2008/4/9 2008/4/12

72 内定 沖 昌也 福井大学 工学（系） 准教授 基礎生物学 ゴードン研究会議 イタリア 2008/5/11 2008/5/16



73 内定 神宮字 寛 宮城大学 食産業学 准教授 農業工学 第23回国際昆虫学会議 南アフリカ共和国 2008/7/6 2008/7/12

74 内定 村上 朝之 東京工業大学 総合理工学 助教 電気電子工学 第39回米国航空宇宙学会プラズマダイナミクス・レーザー国際会議 アメリカ合衆国 2008/6/23 2008/6/26

75 内定 松本 理器 京都大学 医学部附属病院 助教 内科系臨床医学 第14回ヒト脳機能マッピング国際会議 オーストラリア 2008/6/15 2008/6/19

76 内定 中澤 重顕 大阪市立大学 理学（系） 博士研究員 基礎化学 第6回アジア太平洋EPR/ESR シンポジウム オーストラリア 2008/7/13 2008/7/18

77 採用 井奥 洪二 東北大学 環境科学 教授 人間医工学 第8回世界バイオマテリアル会議 オランダ 2008/5/28 2008/6/1

78 内定 小林 健二 静岡大学 創造科学技術大学院 教授 複合化学 第3回大環状分子化学および超分子化学の合同国際シンポジウム アメリカ合衆国 2008/7/13 2008/7/18

79 内定 高原 章 東邦大学 薬学（系） 准教授 境界医学 第9回世界臨床薬理学会議 カナダ 2008/7/27 2008/8/1

80 採用 和田 昌久 東京大学 農学生命科学 准教授 林学 第235回アメリカ化学会全国大会 アメリカ合衆国 2008/4/6 2008/4/10

81 内定 川畑 貴裕 東京大学 理学（系） 助教 物理学 第１回国際ワークショップ「原子核におけるクラスター物理の最前線」 フランス 2008/5/13 2008/5/16

82 採用 越智 博美 一橋大学 商学 教授 地域研究 太平洋地域大衆文化学会大会 アメリカ合衆国 2008/5/23 2008/5/25

83 採用 中村 卓司 京都大学 生存圏研究所 准教授 地球惑星科学 COSPAR(宇宙空間研究委員会)第37回科学総会 カナダ 2008/7/13 2008/7/20

84 内定 辻本 拓司 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 国立天文台 助教 天文学 第255回国際天文連合シンポジウム「低金属量下での星形成：第一世代星から矮小銀河」 イタリア 2008/6/16 2008/6/20

85 内定 坂本 麻衣子 東北大学 東北アジア研究センター 助教 土木工学 水資源と環境に関する国際学会 オーストラリア 2008/4/15 2008/4/17

86 内定 広田 昌彦 熊本大学 医学薬学 准教授 外科系臨床医学 ヨーロッパ膵臓学会と国際膵臓学会の合同会議 ポーランド 2008/6/25 2008/6/28

87 内定 西原 理 大阪大学 金融・保険教育研究センター 特任助教 社会・安全システム科学 リアルオプション第12回国際会議 ブラジル 2008/7/9 2008/7/12

88 内定 海野 英昭 長崎大学 工学（系） 助教 生物科学 2008年北米結晶学会年会 アメリカ合衆国 2008/5/31 2008/6/5

89 内定 鴫 直樹 独立行政法人産業技術総合研究所 生物情報解析研究センター 研究員 生物科学 RNA 2008 第13回RNA学会年会 ドイツ 2008/7/28 2008/8/3

90 採用 多部田 茂 東京大学 新領域創成科学 准教授 総合工学 第27回海洋と極地工学に関する国際会議 ポルトガル 2008/6/15 2008/6/20

91 内定 乾 秀之 神戸大学 遺伝子実験センター 助教 境界農学 第9回シトクロムP450生物多様性とバイオテクノロジーに関する国際シンポジウム フランス 2008/6/8 2008/6/12

92 内定 山本 圭 東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 主席研究員 基礎医学 リン脂質代謝：シグナルトランスダクションとメンブレンダイナミックス アメリカ合衆国 2008/7/20 2008/7/25

93 内定 重川 純子 埼玉大学 教育学 教授 生活科学 第21回国際家政学会世界大会 スイス 2008/7/26 2008/7/31

94 内定 河村 希典 秋田大学 工学資源学 助教 電気電子工学 第22回液晶国際会議 大韓民国 2008/6/29 2008/7/4

95 採用 小野 章 東北大学 理学（系） 助教 物理学 核化学ゴードン研究会議2008 アメリカ合衆国 2008/6/15 2008/6/20

96 内定 近藤 小貴 東京大学 医科学研究所 助手 基礎医学 米国遺伝子治療学会 アメリカ合衆国 2008/5/28 2008/6/1

97 内定 中田 憲男 埼玉大学 理工学 助教 基礎化学 第15回有機ケイ素化学に関する国際会議 大韓民国 2008/6/1 2008/6/6



98 内定 藤谷 秀雄 神戸大学 工学（系） 教授 建築学 スマート材料・構造・システムに関する第3回世界会議 イタリア 2008/6/8 2008/6/13

99 内定 松井 朋裕 東京大学 理学（系） 助教 物理学 ナノサイエンス＋ナノ技術に関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/7/20 2008/7/25

100 内定 藤田 昌史 山梨大学 医学工学総合 助教 土木工学 廃水処理モデリングに関する会議 カナダ 2008/6/1 2008/6/3

101 内定 寺田 聡 福井大学 工学（系） 准教授 プロセス工学 第11回 細胞培養工学会議 オーストラリア 2008/4/13 2008/4/18

102 採用 山下 多聞 島根大学 生物資源科学 准教授 林学 熱帯アジアにおける持続可能な土地利用にむけて マレーシア 2008/4/23 2008/4/26

103 採用 遠藤 章 独立行政法人日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門 グループリーダー 環境学 ICRP第2専門委員会タスクグループDOCAL会議 オーストリア 2008/5/5 2008/5/9

104 内定 平方 寛之 大阪大学 工学（系） 講師 機械工学 第2回不均質材料力学国際会議 中華人民共和国 2008/6/3 2008/6/8

105 内定 片岡 美華 鹿児島大学 教育学 講師 教育学 第32回国際LD学会 カナダ 2008/6/19 2008/6/21

106 内定 浅井 光輝 九州大学 工学（系） 准教授 応用物理学・工学基礎 第8回計算力学世界会議 イタリア 2008/6/30 2008/7/4

107 内定 平原 佳織 大阪大学 工学（系） 助教 ナノ・マイクロ科学 第9回ナノチューブの科学と応用に関する国際会議 フランス 2008/6/29 2008/7/4

108 内定 光田 展隆 独立行政法人産業技術総合研究所 ゲノムファクトリー研究部門 研究員 基礎生物学 第19回シロイヌナズナ研究国際会議 カナダ 2008/7/23 2008/7/27

109 採用 伊藤 省吾 兵庫県立大学 工学（系） 准教授 ナノ・マイクロ科学 第17回太陽光の光化学変換と貯蔵国際学会 オーストラリア 2008/7/27 2008/8/1

110 採用 千田 大 国立国際医療センター 臨床病理研究部 室長 基礎医学 第13回副腎国際学会 アメリカ合衆国 2008/6/11 2008/6/14

111 内定 田畑 智司 大阪大学 言語文化 准教授 言語学 PALA 2008国際文体論学会年次大会 英国 2008/7/23 2008/7/26

112 採用 沼倉 宏 大阪府立大学 工学（系） 教授 材料工学 第15回固体の内部摩擦と力学スペクトロスコピー 国際会議 (ICIFMS-15) イタリア 2008/7/20 2008/7/25

113 内定 石見 拓 京都大学 保健管理センター 助教 外科系臨床医学 ヨーロッパ蘇生協議会第9回学術総会 ベルギー 2008/5/22 2008/5/24

114 内定 佐藤 孝雄 兵庫県立大学 工学（系） 助教 電気電子工学 自動制御国際連合の第17回世界大会 大韓民国 2008/7/6 2008/7/11

115 採用 藤吉 圭二 高野山大学 文学 准教授 社会学 第38回国際社会学機構世界会議 ハンガリー 2008/6/26 2008/6/30

116 採用 林 靖彦 名古屋工業大学 工学（系） 准教授 ナノ・マイクロ科学 パーティクル2008 アメリカ合衆国 2008/5/10 2008/5/13

117 内定 富永 圭介 神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター 教授 基礎化学 第235回アメリカ化学会 アメリカ合衆国 2008/4/6 2008/4/10

118 採用 小笠原　 正道 北海道大学 触媒化学研究センター 准教授 複合化学 第235回アメリカ化学会 アメリカ合衆国 2008/4/6 2008/4/10

119 内定 庄 雅之 奈良県立医科大学 医学（系） 講師 外科系臨床医学 2008年米国癌学会年次総会 アメリカ合衆国 2008/4/12 2008/4/16

120 採用 熊野 俊三 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 教授 物理学 ハドロンのクォーク・グルーオン構造に関する原子核媒質効果 イタリア 2008/6/3 2008/6/7

121 採用 小川 公代 上智大学 外国語学 講師 文学 小説とその境界 英国 2008/7/8 2008/7/10

122 内定 河本 和明 長崎大学 環境科学 准教授 地球惑星科学 第15回雲および降水に関する国際会議 メキシコ 2008/7/7 2008/7/11



123 内定 加藤 浩介 大阪大学 先端科学イノベーションセンター 助教 建築学 2008年パリ音響会議（アメリカ音響学会とヨーロッパ音響学会とフランス音響学会の合同会議） フランス 2008/6/29 2008/7/4

124 内定 増田 万里 国立がんセンタ－ 腫瘍ゲノム解析 研究員 基礎医学 接着受容体によるシグナル伝達 アメリカ合衆国 2008/6/29 2008/7/4

125 内定 西堀 正英 広島大学 生物圏科学 准教授 畜産学・獣医学 第31回国際動物遺伝学会 オランダ 2008/7/20 2008/7/24

126 採用 方 軍 崇城大学 薬学（系） 講師 薬学 BIT 2008国際がん学会 中華人民共和国 2008/6/12 2008/6/17

127 内定 倉橋 光紀 独立行政法人物質・材料研究機構 量子ビームセンター 主任研究員 応用物理学・工学基礎 第25回表面科学ヨーロッパ会議 英国 2008/7/27 2008/8/1

128 採用 町田 龍一郎 筑波大学 菅平高原実験センター 准教授 基礎生物学 第23回国際昆虫学会議 南アフリカ共和国 2008/7/6 2008/7/12

129 内定 岡崎 正和 上越教育大学 学校教育 准教授 科学教育・教育工学 第32回数学教育心理研究国際会議 メキシコ 2008/7/17 2008/7/21

130 内定 宮澤 順一 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 核融合科学研究所 准教授 総合工学 第35回プラズマ物理に関する欧州会議 ギリシャ 2008/6/9 2008/6/13

131 内定 小川 圭二 滋賀県立大学 工学（系） 助教 機械工学 2008国際フレキシブル・オートメーション・シンポジウム アメリカ合衆国 2008/6/23 2008/6/25

132 内定 関山 剛 気象庁気象研究所 環境・応用気象研究部 主任研究官 地球惑星科学 国際オゾンシンポジウム2008 ノルウェー 2008/6/29 2008/7/5

133 内定 錦澤 滋雄 滋賀県立大学 環境科学 講師 環境学 国際影響評価学会第28回年次大会 オーストラリア 2008/5/4 2008/5/10

134 内定 佐藤 武史 長岡技術科学大学 工学（系） 助教 薬学 第24回国際糖質学会 ノルウェー 2008/7/27 2008/8/1

135 内定 神野 郁夫 京都大学 工学（系） 准教授 総合工学 光子検出に関する新しい開発についての第5回国際会議 フランス 2008/6/15 2008/6/20

136 内定 福田 敦夫 浜松医科大学 医学（系） 教授 基礎医学 第6回ヨーロッパ神経科学学会フォーラム スイス 2008/7/12 2008/7/16

137 採用 丹羽 崇史 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 都城発掘調査部 研究員 史学 世界東アジア考古学会第4回大会 中華人民共和国 2008/7/2 2008/7/5

138 内定 水垣 源太郎 奈良女子大学 文学 准教授 社会学 第38回国際社会学機構世界会議 ハンガリー 2008/6/26 2008/6/30

139 内定 副島 英伸 佐賀大学 医学（系） 教授 基礎医学 2008年米国癌学会年次総会 アメリカ合衆国 2008/4/12 2008/4/16

140 採用 杉村 和久 鹿児島大学 工学（系） 教授 薬学 国際アルツハイマー病学会2008 アメリカ合衆国 2008/7/26 2008/7/31

141 採用 潮村 公弘 岩手県立大学 社会福祉学 准教授 心理学 第29回国際心理学会議 ドイツ 2008/7/20 2008/7/25

142 採用 小森 彰夫 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授 総合工学 第18回プラズマ・壁相互作用国際会議 スペイン 2008/5/26 2008/5/30

143 内定 ナウモヴ パンチェ 大阪大学 工学（系） 特任講師 基礎化学 第38回国際配位化学学会 イスラエル 2008/7/20 2008/7/25

144 内定 中村 和彦 浜松医科大学 医学部附属病院 講師 内科系臨床医学 第7回年次自閉症研究国際会議2008 英国 2008/5/15 2008/5/17

145 採用 武居 昌宏 日本大学 理工学 准教授 機械工学 第13回流れの可視化に関する国際会議 フランス 2008/7/1 2008/7/4

146 内定 福川 信也 長崎県立大学 経済学 講師 経済学 第53回国際中小企業学会 カナダ 2008/6/22 2008/6/25

147 内定 清水 欽也 広島大学 教育学 准教授 科学社会学・科学技術史 第10回科学技術に関する公衆コミュニケーション国際会議 デンマーク 2008/6/25 2008/6/27



148 内定 渡辺 哲也 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 教育支援研究部 主任研究員 人間医工学 第11回特別なニーズのある人々を支援するコンピュータに関する国際会議 オーストリア 2008/7/9 2008/7/11

149 内定 森山 俊介 北里大学 水産学 准教授 水産学 第8回魚類生物国際学会 アメリカ合衆国 2008/7/28 2008/8/1

150 採用 渡邊 晃一 福島大学 人間発達文化学類 准教授 哲学 国際フィルムアートフェスティバル　日本「存在展」 ドイツ 2008/4/2 2008/4/6

151 内定 森島 圭祐 東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 准教授 機械工学 第11回新しいアクチュエータとドライブシステムに関する国際会議及び国際展示会 ドイツ 2008/6/9 2008/6/11


