
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（和文） 開催地（国・地域名） 開催期間開始日 開催機関終了日

1 採用 田村 亨 独立行政法人産業技術総合研究所
地質情報研究部門　沿岸都市
地質研究グループ 研究員 地球惑星科学 クリノフォーム堆積物：その形成プロセスと特徴づける地層 アメリカ合衆国 2008/8/15 2008/8/18

2 内定 藤野 貴康 筑波大学 システム情報工学 講師 電気電子工学 第17回気体放電とその応用に関する国際会議 英国 2008/9/7 2008/9/12

3 内定 石橋 正己 千葉大学 薬学（系） 教授 生物分子科学 第7回ヨーロッパおよびアメリカ合衆国生薬学会合同会議 ギリシャ 2008/8/3 2008/8/8

4 内定 福島 綾子 九州大学 芸術工学 助教 文化財科学 イコモス第16回総会及び国際科学シンポジウム カナダ 2008/9/27 2008/10/4

5 採用 田尾 龍太郎 京都大学 農学（系） 准教授 農学 第４回国際カキシンポジウム イタリア 2008/11/8 2008/11/13

6 採用 中村 正幸 鹿児島大学 農学（系） 助教 農学 第9回　植物病理学国際会議 イタリア 2008/8/24 2008/8/29

7 採用 木原 淳一 島根大学 生物資源科学 准教授 農学 第9回　国際植物病理学会 イタリア 2008/8/24 2008/8/29

8 採用 菊地 大樹 東京大学 史料編纂所 助教 史学 アメリカ宗教学アカデミー２００８年年次大会 アメリカ合衆国 2008/11/1 2008/11/3

9 採用 小倉 美知子 千葉大学 文学 教授 言語学 国際歴史英語学会 ドイツ 2008/8/24 2008/8/30

10 採用 劉 秋生 神戸大学 海事科学 准教授 機械工学 2008年アメリカ伝熱会議 アメリカ合衆国 2008/8/10 2008/8/14

11 内定 窪寺 昌一 宮崎大学 工学（系） 教授 電気電子工学 第21回電気電子工学会　レーザーおよび電気光学分科会国際年次大会 アメリカ合衆国 2008/11/9 2008/11/13

12 採用 鈴木 基史 京都大学 工学（系） 准教授 ナノ・マイクロ科学 SPIE(光工学国際学会) 光学 + フォトニクス 2008 アメリカ合衆国 2008/8/10 2008/8/14

13 内定 伊藤 恵司 京都大学 原子炉実験所 助教 材料工学 急冷および準安定材料に関する国際会議 ドイツ連邦共和国 2008/8/24 2008/8/29

14 内定 アリ モアザム 東京大学 医学（系） 助教 社会医学 保健医療におけるコミュニケーションについての国際会議 ノルウェー 2008/9/2 2008/9/5

15 内定 浅野　 美帆 国土技術政策総合研究所 高度 研究官 土木工学 第15回ＩＴＳ世界会議 アメリカ合衆国 2008/11/16 2008/11/20

16 採用 辻本 壽 鳥取大学 農学（系） 教授 農学 第11回国際コムギ遺伝学シンポジウム オーストラリア 2008/8/24 2008/8/29

17 内定 渡辺 健 長崎大学 医歯薬学総合 助教 基礎医学 第１４回　国際ウイルス学会議 トルコ共和国 2008/8/10 2008/8/15

18 採用 春山 成子 三重大学 生物資源学 教授 地理学 国際地理学会（チュニス2008） チュニジア 2008/8/12 2008/8/15

19 内定 福田 大輔 東京工業大学 理工学 准教授 土木工学 ヨーロッパ交通会議 2008年大会 オランダ 2008/10/6 2008/10/8

20 内定 後藤 知伸 鳥取大学 工学（系） 教授 機械工学 第22回国際理論応用力学会議 オーストラリア 2008/8/24 2008/8/29

21 内定 岡安 光博 秋田県立大学 システム科学技術学 助教 機械工学 第5回 国際会議 (クリープ、疲労、クリープ-疲労） インド 2008/9/24 2008/9/26

22 採用 豊田 哲也 国際教養大学 国際教養（学） 講師 法学 国際法と民主主義の理論 カナダ 2008/9/11 2008/9/13

23 採用 上野 誠 島根大学 生物資源科学 助教 農学 第9回　国際植物病理学会大会 イタリア 2008/8/24 2008/8/29

24 内定 伊豫 彰 独立行政法人産業技術総合研究所
エレクトロニクス研究部門　超伝
導材料グループ グループ長 材料工学 第25回国際低温物理会議 オランダ 2008/8/6 2008/8/13

25 採用 望月 康恵 関西学院大学 法学 教授 政治学 法の支配と人権：国際的および比較的観点 英国 2008/8/3 2008/8/8

26 内定 中道 治久 名古屋大学 環境学 助教 地球惑星科学 国際火山学・地球内部化学協会　2008年総会 アイスランド 2008/8/18 2008/8/22

27 採用 米津 明生 大阪大学 工学（系） 助教 機械工学 2008年アメリカ機械学会国際年次大会 アメリカ合衆国 2008/10/31 2008/11/6

28 採用 角替 敏昭 筑波大学 生命環境科学 准教授 地球惑星科学 第３３回万国地質学会議 ノルウェー 2008/8/6 2008/8/14

29 内定 浅井 学 創価大学 経済学 教授 経済学 第63回　計量経済学会ヨーロッパ大会 イタリア 2008/8/27 2008/8/31

30 採用 山形 英郎 名古屋大学 国際開発 教授 法学 ４学会国際会議「民主主義理論と国際法」 カナダ 2008/9/11 2008/9/13

31 内定 有尾 一郎 広島大学 工学（系） 助教 機械工学 理論と応用力学の国際会議 オーストラリア 2008/8/24 2008/8/30

32 採用 渡邉 豊英 名古屋大学 情報科学 教授 情報学 第12回知識ベース，知的情報，工学システムに関する国際会議 クロアチア 2008/9/3 2008/9/5

33 採用 梶 弘典 京都大学 化学研究所 准教授 材料化学 2008年 SPIE 光学+フォトニクス会議 アメリカ合衆国 2008/8/10 2008/8/14

34 採用 横山 智 熊本大学 文学 准教授 地理学 第31回　国際地理学会議、2008年チュニス大会 チュニジア 2008/8/12 2008/8/15
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35 内定 藤井 順逸 山形大学 医学（系） 教授 基礎医学 第14回　国際フリーラジカル学会学術会議 中国 2008/10/18 2008/10/22

36 採用 伊藤 吾朗 茨城大学 工学（系） 教授 材料工学 第１１回アルミニウム合金国際会議 ドイツ 2008/9/22 2008/9/26

37 内定 諫山 明彦 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 研究副主幹 総合工学 第22回IAEA核融合エネルギー会議 スイス 2008/10/13 2008/10/18

38 内定 大山 直幸 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 研究副主幹 総合工学 第２２回ＩＡＥＡ核融合エネルギー国際会議 スイス 2008/10/13 2008/10/18

39 採用 佐藤 嘉倫 東北大学 文学 教授 社会学 第103回アメリカ社会学会 アメリカ合衆国 2008/8/1 2008/8/4

40 内定 比良 徹 北海道大学 農学（系） 助教 農芸化学 第２２回　欧州腸管吸収グループ集会 スペイン 2008/9/7 2008/9/10

41 内定 真中 浩貴 鹿児島大学 理工学 助教 物理学 第25回低温国際会議 オランダ 2008/8/6 2008/8/13

42 内定 藤本 充章 山口大学 医学（系） 講師 生物科学 ジャック・モノー会議 フランス 2008/9/17 2008/9/21

43 採用 太田 昇一 九州大学 芸術工学 教授 数学 第5回応用数学と電子計算機に関する国際学会 ブルガリア 2008/8/12 2008/8/18

44 採用 松田 圭悟 山形大学 理工学 助教 プロセス工学 第18回世界化学工学・プロセス工学会議 チェコ共和国 2008/8/24 2008/8/28

45 採用 大塚 重人 東京大学 農学生命科学 講師 基礎生物学 第12回国際微生物生態学シンポジウム - ISME12 オーストラリア 2008/8/17 2008/8/22

46 内定 谷山 智康 東京工業大学 応用セラミックス研究所 准教授 材料工学 第53回磁性と磁性材料に関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/11/10 2008/11/14

47 採用 長谷 正司 独立行政法人物質・材料研究機構 量子ビームセンター 主幹研究員 物理学 第２５回低温物理国際会議 オランダ 2008/8/6 2008/8/13

48 採用 海野 圭介 ノートルダム清心女子大学 文学 准教授 文学 第12回ヨーロッパ日本学研究協会国際会議 イタリア 2008/9/20 2008/9/23

49 内定 田中 正一 九州大学 薬学（系） 准教授 薬学 第３０回ヨーロッパペプチド・シンポジウム フィンランド 2008/8/31 2008/9/5

50 内定 村山 祐司 筑波大学 生命環境科学 教授 人文地理学 第31回国際地理学会議 チュニジア 2008/8/4 2008/8/15

51 採用 中山 洋平 東京大学 法学政治学 准教授 政治学 アメリカ政治学会2008年年次大会 アメリカ合衆国 2008/8/28 2008/8/31

52 内定 奥 健夫 滋賀県立大学 工学（系） 教授 ナノ・マイクロ科学 第19回 ダイヤモンド及びダイヤモンド関連物質・カーボンナノチューブ・窒化物ヨーロッパ国際会議 スペイン 2008/9/7 2008/9/11

53 採用 井 誠一郎 崇城大学 工学（系） 助教 材料工学 強ひずみ加工によるナノ材料に関する第4回国際会議 ドイツ 2008/8/18 2008/8/22

54 採用 廣澤　 渉一　　 横浜国立大学 工学（系） 准教授 材料工学 第11回アルミニウム合金国際会議 ドイツ 2008/9/22 2008/9/26

55 内定 太田 裕朗 京都大学 工学（系） 助教 プラズマ科学 第55回アメリカ真空学会シンポジウム＆展示会 アメリカ合衆国 2008/10/19 2008/10/24

56 内定 寺西 克倫 三重大学 生物資源学 教授 複合化学 第13回　発光分光法　国際シンポジウム イタリア 2008/9/7 2008/9/11

57 採用 岡本 健三 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス 助教 材料化学 第１５回国際レオロジー会議 アメリカ合衆国 2008/8/3 2008/8/8

58 内定 磯部 公一 長岡技術科学大学 工学（系） 助教 土木工学 第12回地盤工学分野における数値解析手法とその応用に関する国際会議 インド 2008/10/1 2008/10/6

59 内定 守屋 孝洋 東北大学 薬学（系） 准教授 薬学 第38回神経科学会年会 アメリカ合衆国 2008/11/15 2008/11/19

60 内定 太田 道広 独立行政法人産業技術総合研究所
エネルギー技術研究部門 熱電
変換グループ 研究員 材料工学 2008年熱電変換国際会議 アメリカ合衆国 2008/8/3 2008/8/7

61 採用 松井 健志 東京大学 医学（系） 助教 境界医学 第9回バイオエシックス世界学術大会 クロアチア 2008/9/3 2008/9/8

62 内定 長崎 慶三 独立行政法人水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 室長 水産学 第13回有害藻類国際会議 中国 2008/11/3 2008/11/7

63 内定 須藤 孝一 東北大学 環境科学 准教授 基礎生物学 第１２回国際微生物生態学会 オーストラリア 2008/8/17 2008/8/22

64 内定 高倉 浩樹 東北大学 東北アジア研究センター 准教授 文化人類学 第6回国際北極社会科学会議 グリーンランド 2008/8/22 2008/8/26

65 内定 李鹿 輝 山形大学 理工学 教授 機械工学 第２２回理論及び応用力学国際会議 オーストラリア 2008/8/24 2008/8/30

66 採用 篠原 宏志 独立行政法人産業技術総合研究所
地質情報研究部門　マグマ活動
研究グループ 研究グループ長 地球惑星科学 国際火山学・地球内部化学協会定期総会 アイスランド 2008/8/17 2008/8/22

67 内定 寅丸 敦志 九州大学 理学（系） 教授 地球惑星科学 IAVCEI（国際火山学・地球内部化学協会）2008総会 アイスランド 2008/8/18 2008/8/22

68 採用 田浦 秀幸 大阪府立大学 人間社会（学） 教授 言語学 国際応用言語学会15回世界大会 ドイツ 2008/8/24 2008/8/29
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69 採用 森上 修 九州大学 工学（系） 准教授 機械工学 第32回 国際燃焼シンポジウム カナダ 2008/8/3 2008/8/8

70 内定 伴野 元洋 神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター 助教 基礎化学 ゴードン研究会議：振動分光学 アメリカ合衆国 2008/8/3 2008/8/8

71 採用 日下部 武敏 独立行政法人土木研究所 水環境研究グループ 専門研究員 土木工学 国際水協会　世界水会議 オーストリア 2008/9/7 2008/9/12

72 採用 潮木 守一 桜美林大学
国際学

招聘教授
科学社会学・
科学技術史 1900年前後の学術行政･学術支援に関する国際比較研究 ドイツ 2008/10/20 2008/10/20

73 内定 椋木 俊文 熊本大学 自然科学 准教授 土木工学 第４回ジオシンセティックス　ヨーロッパ会議 英国 2008/9/7 2008/9/10

74 内定 政宗 貞男 京都工芸繊維大学 工芸科学 教授 総合工学 第22回IAEA核融合エネルギー会議 スイス 2008/10/13 2008/10/18

75 内定 真下 茂 熊本大学
衝撃・極限環境研究センター

准教授
応用物理学・
工学基礎 第７回物質中拡散に関する国際会議 スペイン 2008/10/28 2008/10/31

76 内定 尾上 順 東京工業大学
原子炉工学研究所

准教授
応用物理学・
工学基礎 第１４回超微粒子と無機クラスターに関する国際シンポジウム スペイン 2008/9/15 2008/9/19

77 内定 宮崎 一博 独立行政法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門 副部門長 地球惑星科学 万国地質学会　オスロ　2008 ノルウェー 2008/8/6 2008/8/14

78 内定 篁 宗一 鳥取大学 看護学 講師 看護学 第14回　世界精神医学会議（２００８） チェコ共和国 2008/9/20 2008/9/25

79 内定 杉浦 壽彦 慶應義塾大学 理工学 准教授 機械工学 超電導応用国際学会 アメリカ合衆国 2008/8/17 2008/8/22

80 内定 山口 謙太郎 九州大学 人間（・）環境学 准教授 建築学 2008サステナブル建築世界会議メルボルン大会 オーストラリア 2008/9/21 2008/9/25

81 採用 島田 智明 神戸大学 経営学 准教授 経営学 経営学会国際会議 アメリカ合衆国 2008/8/8 2008/8/13

82 内定 馬渡 康徳 独立行政法人産業技術総合研究所
エネルギー技術研究部門 超電
導技術グループ 主任研究員 電気電子工学 2008年 応用超伝導会議 アメリカ合衆国 2008/8/17 2008/8/22

83 内定 村上 洋 福岡県工業技術センター 機械電子研究所 主任技師 機械工学 第23回アメリカ精密工学会および第12回精密工学に関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/10/19 2008/10/24

84 内定 安達 和彦 神戸大学 工学（系） 准教授 機械工学 第1回 アメリカ機械学会 スマート材料，適応構造と知的システム会議 アメリカ合衆国 2008/10/28 2008/10/30

85 採用 松井 洋子 東京大学 史料編纂所 教授 史学 第12回ヨーロッパ日本研究協会国際会議 イタリア 2008/9/20 2008/9/23

86 内定 橋本 篤 北里大学 医学（系） 助教 内科系臨床医学 第72回アメリカリウマチ学会・学術集会 アメリカ合衆国 2008/10/24 2008/10/29

87 内定 神山 直也 旭川医科大学 医学（系） 助教 神経科学 第18回欧州化学感覚学会会議 スロベニア 2008/9/3 2008/9/7

88 採用 勝川 行雄 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2回ひので科学会議 アメリカ合衆国 2008/9/29 2008/10/3

89 採用 塚本 勝男 東北大学 理学（系） 教授 地球惑星科学 第３３回国際地質学会 ノルウェー 2008/8/6 2008/8/14

90 採用 牧 剛史 埼玉大学 理工学 准教授 土木工学 第14回 世界地震工学会議 中国 2008/10/12 2008/10/17

91 採用 山田 文彦 熊本大学 自然科学 教授 土木工学 第31回国際海岸工学会議 ドイツ 2008/8/31 2008/9/5

92 採用 高田 克彦 秋田県立大学
木材高度加工研究所

教授 境界農学
森林の健全性を重視した気候変動下における森林適応及び森林管
理：科学・政策・実施例の再検討 スウェーデン 2008/8/25 2008/8/28

93 内定 小畑 正明 京都大学 理学（系） 教授 地球惑星科学 第５回国際レルゾライト会議 アメリカ合衆国 2008/9/22 2008/9/26

94 内定 林 幼偉 国立精神・神経センター 疾病研究 併任研究員 内科系臨床医学 第9回国際神経免疫学会 アメリカ合衆国 2008/10/26 2008/10/30

95 内定 柏崎 隆志 千葉大学 工学（系） 助教 建築学 第14回世界地震工学会議 中国 2008/10/12 2008/10/17

96 内定 中川 達功 日本大学 生物資源科学 助手 基礎生物学 第12回国際微生物生態学シンポジウム オーストラリア 2008/8/17 2008/8/22

97 採用 豊田 啓孝 岡山大学 自然科学 講師 電気電子工学 2008年 アメリカ合衆国電気電子学会 環境電磁工学 国際シンポジウム アメリカ合衆国 2008/8/18 2008/8/22

98 内定 三宅 裕志 北里大学 水産学 講師 水産学 第7回　国際水族館会議 中国 2008/10/19 2008/10/24

99 採用 田中 淳 独立行政法人日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 ユニット長 農学 植物突然変異国際シンポジウム オーストリア 2008/8/12 2008/8/15

100 内定 藤門 範行 東京大学 医科学研究所 助教 基礎医学 サイトカイン2008（第７回ISICR・ICS合同会議） カナダ 2008/10/12 2008/10/16

101 採用 石田 玉青 首都大学東京 都市環境科学 助教 ナノ・マイクロ科学 第17回溶液中での界面活性剤に関する国際会議 ドイツ 2008/8/17 2008/8/22

102 内定 伊藤 美佳子 名古屋大学 医学（系） 助教 神経科学 神経科学会　2008年総会 アメリカ合衆国 2008/11/15 2008/11/19



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（和文） 開催地（国・地域名） 開催期間開始日 開催機関終了日

平成20年第Ⅱ期　国際学会等派遣事業採用者（及び内定者）一覧（申請番号順）

（所属及び職名については、申請時のものを記載。また、国際学会等における役割が確定していない者については、「内定」とする。）

採用(内定)者氏名

103 内定 小椋 智 大阪大学 工学（系） 助教 材料工学 2008年材料の科学および技術に関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/10/5 2008/10/9

104 内定 ニラウラ マダン 名古屋工業大学 工学（系） 准教授 電気電子工学 IEEE-第１６回常温動作ｘ線γ線半導体検出器に関する国際ワークショップ ドイツ 2008/10/20 2008/10/24

105 内定 深山 理 東京大学 情報理工学 特任研究員 情報学 第30回 電気電子技術者協会 医療・生理部会 年次国際会議 カナダ 2008/8/20 2008/8/24

106 採用 筧 幸次 首都大学東京 理工学 准教授 材料工学 第11回超合金に関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/9/14 2008/9/18

107 内定 大上 淑美 東京工業大学 社会理工学 助教 心理学 国際精神生理学会　第48回学術大会 アメリカ合衆国 2008/10/1 2008/10/5

108 内定 土方 泰斗 埼玉大学 理工学 准教授 電気電子工学 SiCおよび関連材料欧州会議 スペイン 2008/9/7 2008/9/11

109 内定 渡部 修 室蘭工業大学 工学（系） 講師 情報学 ヨーロッパ視知覚学会第31回大会(ECVP2008) オランダ 2008/8/24 2008/8/28

110 採用 寺部 慎太郎 東京理科大学 理工学 准教授 土木工学 第４回交通心理学国際会議 アメリカ合衆国 2008/8/31 2008/9/4

111 内定 和田 はるか 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター 助教 基礎医学 第１１回　自然免疫学会　（第２３回NK細胞国際ワークショップ） オーストラリア 2008/10/26 2008/10/30

112 内定 原 和之 東京大学 総合文化 准教授 哲学 第32回フランス語哲学会連合国際大会 チュニジア 2008/8/28 2008/9/1

113 採用 堀 賀貴 九州大学 人間（・）環境学 教授 建築学 第17回古典考古学国際会議 イタリア 2008/9/22 2008/9/26

114 採用 大野 裕 東北大学 金属材料研究所 准教授 ナノ・マイクロ科学 2008年度半導体中の拡張欠陥に関する国際会議 フランス 2008/9/14 2008/9/19

115 内定 稲場 圭信 神戸大学 発達科学 准教授 哲学 「宗教社会科学学会」年次大会 アメリカ合衆国 2008/10/17 2008/10/19

116 採用 衣笠 秀行 東京理科大学 理工学 教授 建築学 第１４回世界地震工学会議 中国 2008/10/12 2008/10/17

117 内定 山根 久代 京都大学 農学（系） 助教 農学 第1回　国際果樹バイオテクノロジーシンポジウム ドイツ 2008/9/1 2008/9/5

118 採用 小林 泰男 北海道大学 農学（系） 教授 畜産学・獣医学 第12回国際微生物生態学シンポジウム オーストラリア 2008/8/17 2008/8/22

119 内定 坂本 隆一 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22回IAEA核融合エネルギー会議 スイス 2008/10/13 2008/10/18

120 内定 大矢 恭久 静岡大学 理学（系） 准教授 総合工学 第25回核融合技術に関する国際シンポジウム ドイツ 2008/9/15 2008/9/19

121 内定 水谷 健一 独立行政法人理化学研究所
神戸研究所　発生・再生科学総合研究
センター　大脳皮質発生研究チーム 研究員 生物科学 ゴードン研究会議（神経発生） アメリカ合衆国 2008/8/17 2008/8/22

122 採用 高橋 勉 長岡技術科学大学 工学（系） 准教授 機械工学 第１５回国際レオロジー会議 アメリカ合衆国 2008/8/3 2008/8/8

123 内定 水野 誠 新潟大学 超域研究機構 准教授 神経科学 ニューロサイエンス２００８ アメリカ合衆国 2008/11/15 2008/11/19

124 内定 浜中 雅俊 筑波大学 システム情報工学 講師 情報学 国際計算機音楽会議 英国 2008/8/24 2008/8/29

125 内定 近藤 正聡 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 助教 総合工学 第25回核融合炉工学に関するシンポジウム ドイツ 2008/9/15 2008/9/19

126 内定 三戸 利行 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 電気電子工学 2008年超伝導応用会議 アメリカ合衆国 2008/8/17 2008/8/22

127 内定 大瀧 保明 山梨大学 医学工学総合 助教 人間医工学 第30回IEEE生体医工学部門年次国際会議 カナダ 2008/8/20 2008/8/24

128 採用 伊藤 隆基 福井大学 工学（系） 准教授 機械工学 第6回 低サイクル疲労 国際会議 ドイツ 2008/9/8 2008/9/12

129 内定 高尾 智明 上智大学 理工学 教授 電気電子工学 2008年応用超伝導会議 アメリカ合衆国 2008/8/17 2008/8/22

130 内定 郭 書祥 香川大学 工学（系） 教授 人間医工学 2008 IEEE オートメーションとロジスティクスカンファレンス 中国 2008/9/1 2008/9/3

131 内定 高畠 敏郎 広島大学 先端物質科学 教授 物理学 強相関電子系国際会議 ブラジル 2008/8/17 2008/8/22

132 内定 中 牧子 自治医科大学 医学（系） 助教 社会医学 第40回国際小児癌学会学術総会 ドイツ 2008/10/2 2008/10/6

133 採用 内匠 透 （財）大阪バイオサイエンス研究所 神経科学部門 研究室長 基礎医学 第１９回欧州睡眠学会 英国 2008/9/9 2008/9/13

134 採用 福永 有夏 早稲田大学 社会科学 准教授 法学 国際法と民主主義理論に関する4学会国際会議 カナダ 2008/9/11 2008/9/13

135 内定 程島 奈緒 上智大学 理工学 特別研究員 情報学 音声科学・音声工学に関する2008年度国際会議 オーストラリア 2008/9/22 2008/9/26

136 内定 田浦　 裕生 長岡技術科学大学 工学（系） 助教 機械工学 第9回回転機械の振動に関する国際会議 英国 2008/9/8 2008/9/10

137 内定 寺田 聡 福井大学 工学（系） 准教授 プロセス工学 第7回 欧州生物化学工学会議 ポルトガル 2008/9/7 2008/9/10
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138 採用 多湖 淳 神戸大学 法学 准教授 政治学 アメリカ政治学会2008年年次大会 アメリカ合衆国 2008/8/28 2008/8/31

139 採用 沖 和哉 京都大学 工学（系） 助教 土木工学 第31回海岸工学に関する国際会議 ドイツ 2008/8/31 2008/9/5

140 採用 堤 治 立命館大学 生命科学 准教授 ナノ・マイクロ科学 SPIE 光学　＋ フォトニクス 2008 アメリカ合衆国 2008/8/10 2008/8/14

141 内定 髙山 弘太郎 愛媛大学 農学（系） 助教 農業工学 第16回 ヨーロッパ植物生物学連合会議 フィンランド 2008/8/17 2008/8/22

142 採用 駒井 克昭 広島大学 工学（系） 助教 土木工学 第31回海岸工学国際会議 ドイツ 2008/8/31 2008/9/5

143 内定 小野 重明 独立行政法人海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター 主任研究員 地球惑星科学 第１２回実験鉱物・岩石・地球化学国際会議 オーストリア 2008/9/8 2008/9/10

144 内定 原田　 崇広 福井大学 工学（系） 講師 物理学 第二回　細胞情報処理に関する定量生物学　年次会議 アメリカ合衆国 2008/8/6 2008/8/9

145 内定 郭 嵩 会津大学 コンピュータ理工学 准教授 情報学 コンピュータ通信とネットワークに関する国際会議 アメリカ合衆国 2008/8/3 2008/8/7

146 内定 惣田 訓 大阪大学 工学（系） 講師 環境学 環境毒性・化学学会第５回世界会議 オーストラリア 2008/8/3 2008/8/7

147 採用 山崎 佳孝 国際大学 国際経営学 准教授 経営学 2008年度　アカデミー　オブ　マネジメント　年次総会 アメリカ合衆国 2008/8/8 2008/8/13

148 内定 佐藤 俊彦 東北文化学園大学 医療福祉学 准教授 心理学 北米神経科学会第38回大会 アメリカ合衆国 2008/11/15 2008/11/19

149 内定 朝比奈 正人 千葉大学 医学部附属病院 講師 内科系臨床医学 第12回　欧州神経学会学術会議 スペイン 2008/8/23 2008/8/26

150 内定 真柳 誠 茨城大学 人文学 教授 史学 アジア医学史学会2008 中国 2008/11/4 2008/11/6

151 内定 有海 康雄 岡山大学 医歯薬学総合 助教 基礎医学 第１５回C型肝炎及び関連ウイルス国際会議 アメリカ合衆国 2008/10/5 2008/10/9

152 内定 鎗目 雅 東京大学 新領域創成科学 准教授 情報学 第21回国際CODATA会議：社会のための科学情報－今日から未来へ ウクライナ 2008/10/5 2008/10/8

153 内定 砂原 淳 （財）レーザー技術総合研究所 理論・シミュレーションチーム 研究員 プラズマ科学 2008年極端紫外光リソグラフィー国際シンポジウム アメリカ合衆国 2008/9/28 2008/10/1


