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1 採用 桑木 共之 鹿児島大学 教授 基礎医学 第６回国際自律神経科学会議 オーストラリア 2009/9/1 2009/9/4

2 採用 山本 裕二 高知大学 助教 地球惑星科学 国際地球電磁気・超高層物理学協会第11回科学総会 ハンガリー 2009/8/23 2009/8/30

3 内定 菅原 宏太 京都産業大学 准教授 経済学 国際財政学会第65回大会 南アフリカ 2009/8/13 2009/8/16

4 採用 小松 幸平 京都大学 教授 森林学
持続循環型構造物のための新しい材料と技術に関する第１１回
国際会議

英国 2009/9/6 2009/9/9

5 採用 清山 史朗 都城工業高等専門学校 准教授 プロセス工学 第8回世界化学工学会議 カナダ 2009/8/23 2009/8/27

6 内定 保坂 健太郎 独立行政法人国立科学博物館 研究員 基礎生物学 国際食用菌根菌学会 チリ 2009/10/19 2009/10/23

7 採用 長谷崎 和洋 島根大学 准教授 材料工学 先進材料プロセスおよび製造国際会議(THERMEC'2009) ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

8 内定 境 慎司 九州大学 助教 人間医工学 第12回バイオカプセル化国際学会 オランダ 2009/9/24 2009/9/26

9 内定 袴田 昌高 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 材料工学 多孔質金属・発泡金属に関する第6回国際会議 スロバキア 2009/9/1 2009/9/4

10 内定 米田 安宏
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

研究副主幹 物理学
強誘電体国際会議および強誘電体応用国際シンポジウムのジョ
イントミーティング

中華人民共和国 2009/8/23 2009/8/27

採用（内定）者氏名

平成21年度第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。）

機構 イントミーティング

11 内定 松浦 直巳 東京福祉大学 教授 教育学 第50回欧州小児医学研究学会議 ドイツ 2009/10/9 2009/10/12

12 採用 牧 昌次郎 電気通信大学 助教 材料化学 米国電気化学会第２１６回大会 オーストリア 2009/10/4 2009/10/9

13 内定 渡邉 聡 九州大学 准教授 機械工学 米国機械学会2009年度流体工学部門夏季講演会 米国 2009/8/2 2009/8/5

14 内定 鳥越 隆士 兵庫教育大学 教授 教育学 第4回精神保健と聾・国際会議 オーストラリア 2009/10/27 2009/10/30

15 内定 バンビ コシモ 東京大学 特任研究員 物理学 銀河系中心研究のワークショップ2009 中華人民共和国 2009/10/19 2009/10/23

16 内定 渡邊 千尋 金沢大学 准教授 機械工学 第15回材料強度に関する国際会議 ドイツ 2009/8/16 2009/8/21

17 内定 丸山 智美 金城学院大学 准教授 生活科学 第19回国際栄養学会議 タイ 2009/10/4 2009/10/9

18 内定 矢野 賢一 岐阜大学 准教授 情報学 人間とコンピュータの相互作用に関する国際会議 米領バージン諸島 2009/11/22 2009/11/24

19 採用 竹島 貞治 金沢大学 准教授 経営学 アメリカ会計学会 米国 2009/8/1 2009/8/5

20 内定 深尾 敏幸 岐阜大学 教授 内科系臨床医学 第１１回国際先天代謝異常学会 米国 2009/8/29 2009/9/2

21 採用 舘 美貴子 千葉大学 准教授 地域研究 米国アメリカ学会年次大会 米国 2009/11/5 2009/11/8

22 採用 木村 真一
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

准教授 物理学
第5回加速器を光源とした赤外顕微鏡と分光の国際ワークショッ
プ

カナダ 2009/9/13 2009/9/17

23 内定 石村 智
独立行政法人国立文化財機構奈良
文化財研究所

研究員 史学 インド・太平洋先史学協会大会 ベトナム 2009/11/29 2009/12/5

24 採用 井田 知也 大分大学 准教授 経済学 国際アトランティック経済学会第68回大会 米国 2009/10/8 2009/10/11

25 内定 作道 隆 国立感染症研究所 研究員 農学 第8回国際鱗翅目分子生物学・分子遺伝学ワークショップ ギリシャ 2009/8/23 2009/8/29
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26 内定 大園 享司 京都大学 准教授 基礎生物学 第2回生物多様性科学国際協同プログラム科学会議 南アフリカ 2009/10/13 2009/10/16

27 採用 神門 典子
大学共同利用機関法人情報・システ
ム研究機構

教授 情報学 第13回欧州電子図書館会議 ギリシア 2009/9/27 2009/10/2

28 内定 宮本 綾子 国土技術政策総合研究所 研究官 土木工学 汚泥に関する持続可能なマネジメントと技術 中華人民共和国 2009/8/8 2009/8/10

29 採用 佐野 紀彰 京都大学 准教授 プロセス工学 先端材料のプロセッシング、作製に関する国際会議 ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

30 内定 中井 唱 鳥取大学 助教 機械工学 第４回エアロ・アクアバイオメカニズム国際シンポジウム 中華人民共和国 2009/8/29 2009/9/2

31 内定 金 鋼
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

助教 物理学 第6回複雑系の緩和現象に関する国際会議 イタリア 2009/8/30 2009/9/5

32 採用 鈴木 伸隆 筑波大学 准教授 文化人類学 第6回国際アジア研究者大会 韓国 2009/8/6 2009/8/9

33 内定 小谷 泰則 東京工業大学 助教 健康・スポーツ科学 国際精神生理学会 第49回学術大会 ドイツ 2009/10/21 2009/10/24

34 内定 川島 洋人 秋田県立大学 助教 環境学 第4回 同位体比質量分析鑑識学会 米国 2009/11/16 2009/11/20

35 内定 名嘉山 祥也 九州大学 助教 機械工学 第六回複雑系における緩和現象についての国際会議 イタリア 2009/8/30 2009/9/5

36 内定 村松 千左子 岐阜大学 助教 人間医工学 医用物理学および医用生体工学国際会議 ドイツ 2009/9/7 2009/9/12

37 採用 鳥居 肇 静岡大学 教授 基礎化学 第７回科学工学計算手法国際会議 ギリシャ 2009/9/29 2009/10/4

38 内定 藤本 清彦 独立行政法人森林総合研究所 主任研究員 森林学 第１９回国際木材機械加工セミナー 中華人民共和国 2009/10/20 2009/10/23

39 採用 武藤 裕則 京都大学 准教授 土木工学 第33回国際水工水理学会 カナダ 2009/8/9 2009/8/14

40 内定 窪寺 昌一 宮崎大学 教授 電気電子工学 第22回国際電気電子工学会　レーザー・電子光学協会国際会議 トルコ 2009/10/4 2009/10/8

41 内定 西原 康師 岡山大学 准教授 複合化学 第13回アジア化学会議 中華人民共和国 2009/9/13 2009/9/15

42 内定 村上 明 弘前大学 助教 機械工学 第9回応用超電導ヨーロッパ会議 ドイツ 2009/9/13 2009/9/17

43 採用 池中 一裕
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

教授 神経科学
国際神経化学会とアジア太平洋神経化学会との共同開催による
第22回会議

韓国 2009/8/23 2009/8/28

44 採用 登阪 雅聡 京都大学 助教 材料化学 高分子結晶化国際会議 中華人民共和国 2009/8/12 2009/8/15

45 内定 関野 徹 東北大学 准教授 複合化学
第２回持続的エネルギー応用のための先端セラミックス材料技
術国際会議

台湾 2009/11/1 2009/11/4

46 内定 西條 泰明 旭川医科大学 准教授 社会医学 第２１回国際環境疫学会会議 アイルランド 2009/8/25 2009/8/29

47 採用 吉澤 和徳 北海道大学 助教 基礎生物学 第４回昆虫系統学会議 ドイツ 2009/9/18 2009/9/20

48 内定 西丸 広史 筑波大学 准教授 神経科学 北米神経科学大会 2009年 米国 2009/10/17 2009/10/21

49 内定 田村 純一 鳥取大学 教授 農芸化学 第20回国際複合糖質シンポジウム プエルトリコ 2009/11/29 2009/12/4

50 内定 江澤 辰広 北海道大学 准教授 農芸化学 第６回国際菌根会議 ブラジル 2009/8/9 2009/8/14
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51 内定 水田 健太郎 東北大学 助教 歯学 アメリカ麻酔学会2009年次集会 米国 2009/10/17 2009/10/21

52 採用 洲﨑 敏伸 神戸大学 准教授 基礎生物学 第13回国際原生生物学会議 ブラジル 2009/8/23 2009/8/28

53 採用 安藤 芳晃 電気通信大学 准教授 電気電子工学 電磁気研究の発展に関するシンポジウム ロシア 2009/8/18 2009/8/21

54 採用 川本 健 埼玉大学 准教授 土木工学 第4回アジア-パシフィック不飽和地盤研究集会 オーストラリア 2009/11/23 2009/11/25

55 内定 金間 大介 文部科学省科学技術政策研究所 研究員 経営学 第6回国際技術経営会議 中華人民共和国 2009/10/23 2009/10/25

56 内定 遠藤 秀紀 東京大学 教授 基礎生物学 第10回国際哺乳類学会議 アルゼンチン 2009/8/9 2009/8/14

57 内定 小尻 智子 名古屋大学 助教 科学教育・教育工学 13回　知識ベース，知的情報，工学システムに関する国際会議 チリ 2009/9/28 2009/9/30

58 内定 西山 功一 東京大学 助教 内科系臨床医学 アメリカ心臓学会学術集会2009 米国 2009/11/14 2009/11/18

59 採用 玉井 裕 北海道大学 准教授 森林学 第6回国際菌根会議 ブラジル 2009/8/9 2009/8/14

60 内定 梅林 泰宏 九州大学 准教授 基礎化学 第31回溶液化学国際会議 オーストリア 2009/8/21 2009/8/25

61 内定 瀬戸 治 北海学園大学 准教授 物理学 コスモ　09 スイス 2009/9/7 2009/9/11

62 内定 寺本 憲功 九州大学 講師 基礎医学 FASEB夏期研究会議-平滑筋 イタリア 2009/8/2 2009/8/7

63 採用 秋本 良一 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 応用物理学・工学基礎 第14回II-VI族化合物に関する国際会議 ロシア 2009/8/23 2009/8/28

64 採用 川本 益揮 独立行政法人理化学研究所 研究員 材料化学 SPIE フォトニクスデバイス，アプリケーションに関する国際会議 米国 2009/8/2 2009/8/6

65 採用 高谷 裕浩 大阪大学 教授 機械工学 第58回国際生産工学者会議総会 米国 2009/8/23 2009/8/29

66 採用 小泉 宏之
独立行政法人宇宙航空研究開発機
構

助教 総合工学 第７回プラズマ応用科学国際会議 ドイツ 2009/8/31 2009/9/4

67 内定 藤原 清悦 聖マリアンナ医科大学 助教 人間医工学 神経科学　2009 米国 2009/10/17 2009/10/21

68 採用 佐藤 英世 山形大学 准教授 農芸化学 第11回アミノ酸・ペプチド・タンパク質国際会議 オーストリア 2009/8/3 2009/8/7

69 採用 添田 喜治 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 環境学 第38回国際騒音制御工学会 カナダ 2009/8/23 2009/8/26

70 内定 松本 義伸 長岡技術科学大学 助教 人間医工学 医学物理学と生体医工学の国際会議2009 ドイツ 2009/9/7 2009/9/12

71 内定 多根 正和 大阪大学 助教 材料工学 欧州・先進材料プロセス学会 英国 2009/9/7 2009/9/10

72 内定 河野 寛 山梨大学 助教 外科系臨床医学 第60回アメリカ肝臓学会 米国 2009/10/30 2009/11/3

73 内定 片野田 洋 鹿児島大学 准教授 機械工学
内部流れの実験と数値計算による熱流体力学に関する第9回国
際会議

韓国 2009/9/8 2009/9/11

74 内定 太田 実雄 東京大学 助教 応用物理学・工学基礎 第8回窒化物半導体国際会議 韓国 2009/10/18 2009/10/23

75 内定 須崎 嘉文 香川大学 准教授 応用物理学・工学基礎 第7回プラズマ応用科学国際シンポジウム ドイツ 2009/8/31 2009/9/4
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76 内定 大平 圭介 北陸先端科学技術大学院大学 助教 応用物理学・工学基礎 第23回アモルファス・微結晶半導体国際会議 オランダ 2009/8/23 2009/8/28

77 採用 山口 敏男 福岡大学 教授 基礎化学 第１８回水素結合研究の最先端国際会議 フランス 2009/9/13 2009/9/18

78 内定 関 原明 独立行政法人理化学研究所 チームリーダー 基礎生物学 第9回国際植物分子生物学会議 米国 2009/10/25 2009/10/30

79 内定 山津 幸司 佐賀大学 講師 健康・スポーツ科学 第23回欧州健康心理学会学術集会 イタリア 2009/9/23 2009/9/26

80 内定 岸本 恵実 国際基督教大学 准教授 言語学 第6回アジア辞書学会バンコク大会 タイ 2009/8/20 2009/8/22

81 内定 垣内 力 東京大学 講師 基礎医学 ゴードン学術会議　ブドウ球菌感染症 米国 2009/8/30 2009/9/4

82 採用 辻 学 広島大学 教授 哲学 国際新約聖書学会第64回学術大会 オーストリア 2009/8/4 2009/8/8

83 内定 古澤 仁 鹿児島大学 准教授 情報学 第11回計算機科学における関係論的手法に関する国際会議 カタール 2009/11/1 2009/11/5

84 採用 今本 啓一 東京理科大学 准教授 建築学
コンクリートの耐久性および寿命設計に関する第二回国際ワー
クショップ

イスラエル 2009/9/7 2009/9/9

85 内定 栗田 匡相 早稲田大学 助教 経済学 シンガポール経済学会2009 シンガポール 2009/8/6 2009/8/8

86 内定 暦本 純一 東京大学 教授 情報学
ACM  ユーザインタフェース技術とソフトウェアに関する国際シン
ポジウム

カナダ 2009/10/4 2009/10/7

87 採用 竹内 規彦 東京理科大学 准教授 経営学 米国経営学会 2009年度国際会議 米国 2009/8/7 2009/8/11

88 採用 松多 健策 大阪大学 准教授 物理学 第１０回原子核原子核衝突国際会議（NN2009） 中華人民共和国 2009/8/16 2009/8/21

89 内定 各務 聡 九州工業大学 助教 総合工学 プラズマ応用科学に関する国際会議 ドイツ 2009/8/31 2009/9/4

90 内定 岩佐 一
（財）東京都高齢者研究・福祉振興財
団

主任研究員 健康・スポーツ科学 アメリカ老年学会第62回総会 米国 2009/11/18 2009/11/22

91 内定 内山 奈穂子 国立医薬品食品衛生研究所 研究員 薬学 第47回 国際法中毒学会 スイス 2009/8/23 2009/8/27

92 内定 檮木 智彦 東京医科歯科大学 特任講師 人間医工学 第3回国際脳低温療法シンポジウム スウェーデン 2009/9/2 2009/9/5

93 内定 韓 承鎬 電気通信大学 助教 電気電子工学 世界通信会議 米国 2009/11/30 2009/12/4

94 内定 前田 勇 宇都宮大学 准教授 農芸化学 第13回 国際原核光合成生物シンポジウム カナダ 2009/8/9 2009/8/14

95 採用 萩原 良道 京都工芸繊維大学 教授 機械工学 第6回乱流熱物質伝達国際シンポジウム イタリア 2009/9/14 2009/9/18

96 内定 岩本 晃史
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

助教 総合工学 第６回慣性核融合科学と応用に関する国際会議 米国 2009/9/6 2009/9/11

97 採用 竹内 友成 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 材料化学
THERMEC'2009 先進材料のプロセス・製造技術に関する国際学
会

ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

98 内定 西山 道子 創価大学 助教 社会・安全システム科学 第20回 光ファイバセンサに関する国際会議 英国 2009/10/5 2009/10/9

99 採用 岡本 光司 東京大学 助教 総合工学 第19回国際エアーブリージングエンジンシンポジウム カナダ 2009/9/7 2009/9/11

100 内定 松田 知栄 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員 内科系臨床医学 第14回世界筋学会議 スイス 2009/9/9 2009/9/12
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101 内定 白石 淳也
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

博士研究員 総合工学 米国物理学会第51回プラズマ物理分科会年会 米国 2009/11/2 2009/11/6

102 採用 白戸 真大 独立行政法人土木研究所 主任研究員 土木工学 国際橋梁フォーラム 英国 2009/9/13 2009/9/16

103 採用 洪 定杓 東京理科大学 助教 機械工学 2009年アメリカ機械学会国際年次大会 米国 2009/11/13 2009/11/19

104 内定 廣田 真
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

任期付研究員 総合工学 第51回アメリカ物理学会プラズマ物理分科会年会 米国 2009/11/2 2009/11/6

105 採用 鈴木 石根 筑波大学 准教授 基礎生物学 第13回　国際原核光合成生物シンポジウム カナダ 2009/8/9 2009/8/14

106 内定 石本 卓也 大阪大学 助教 材料工学 先端材料加工製造技術国際会議 ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

107 内定 廣本 祥子 独立行政法人物質・材料研究機構 主任研究員 人間医工学 第22回ヨーロッパバイオマテリアル会議 スイス 2009/9/7 2009/9/11

108 内定 伊福 伸介 鳥取大学 講師 ナノ・マイクロ科学 第１１回キチン、キトサン国際会議 台湾 2009/9/6 2009/9/9

109 採用 石橋 孝章 広島大学 准教授 基礎化学
第93回アメリカ光学会年次大会 光学の最前線2009／レーザー
科学25

米国 2009/10/11 2009/10/15

110 採用 藤澤 和謙 岡山大学 助教 農業工学 第4回不飽和土アジア太平洋会議 オーストラリア 2009/11/23 2009/11/25

111 採用 西浦 正樹
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

助教 総合工学 第14回レーザーによるプラズマ診断に関する国際シンポジウム イタリア 2009/9/21 2009/9/24

112 内定 清原 雄康 八戸工業高等専門学校 准教授 土木工学 第4回アジア太平洋不飽和土国際会議 オーストラリア 2009/11/23 2009/11/25

113 採用 山村 麻理子 北里大学 助教 数学 2009年　統計関連学会連合大会 米国 2009/8/1 2009/8/6

114 採用 奈良 一秀 東京大学 助教 森林学 アジア菌学会議 2009年大会 台湾 2009/11/15 2009/11/19

115 内定 陳 峻文 東海学院大学 准教授 心理学 第43回アメリカ行動療法・認知療法学会 米国 2009/11/19 2009/11/22

116 内定 長坂 琢也
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

准教授 総合工学 第9回核融合工学国際シンポジウム 中華人民共和国 2009/10/11 2009/10/16

117 採用 浜口 智志 大阪大学 教授 プラズマ科学 プラズマ数値シミュレーション国際会議 ポルトガル 2009/10/6 2009/10/9

118 内定 加藤 雄人 東北大学 助教 地球惑星科学 第６回アジア・オセアニア地球科学会総会 シンガポール 2009/8/11 2009/8/15

119 内定 神崎 亮 鹿児島大学 准教授 複合化学 第31回溶液化学国際会議 オーストリア 2009/8/21 2009/8/25

120 内定 入戸野 宏 広島大学 准教授 心理学 第49回心理生理学会年次大会 ドイツ 2009/10/21 2009/10/24

121 内定 水野 伸也 北海道立水産孵化場 研究職員 水産学 第8回国際スモルトワークショップ 米国 2009/9/20 2009/9/24

122 採用 伊藤 武 専修大学 准教授 政治学 アメリカ政治学会・2009年年次大会 カナダ 2009/9/3 2009/9/6

123 内定 香田 啓貴 京都大学 助教 心理学 第31回国際動物行動学会研究集会 フランス 2009/8/19 2009/8/24

124 内定 八巻 徹也
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

研究副主幹 総合工学 第216回　電気化学会大会 オーストリア 2009/10/4 2009/10/9

125 内定 三原 基嗣 大阪大学 助教 物理学 第１０回原子核ー原子核衝突国際会議 中華人民共和国 2009/8/16 2009/8/21
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126 内定 鈴木 拓 独立行政法人物質・材料研究機構 研究員 応用物理学・工学基礎 イオンビーム分析に関する国際会議 英国 2009/9/7 2009/9/11

127 内定 水口 智江可 名古屋大学 助教 農学 第９回アザミウマとトスポウイルスに関する国際シンポジウム オーストラリア 2009/8/31 2009/9/4

128 内定 日置 幸介 北海道大学 教授 地球惑星科学 国際測地学協会：2009年学術総会 アルゼンチン 2009/8/31 2009/9/4

129 採用 南口 誠 長岡技術科学大学 准教授 材料工学 サーメック２００９ ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

130 採用 阪本 辰顕 愛媛大学 助教 材料工学 先端材料の加工と製造に関する国際学会（サーメック'2009） ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

131 内定 藤井 浩基 島根大学 准教授 教育学 国際民族音楽学会第54回大会 メキシコ 2009/11/19 2009/11/22

132 採用 小林 千悟 愛媛大学 准教授 材料工学 先端材料の製造・プロセス・特性・応用に関する国際会議 ドイツ 2009/8/25 2009/8/29

133 採用 阿波 稔 八戸工業大学 准教授 土木工学
第10回　コンクリート技術の最近の進歩と持続可能性に関する国
際会議

スペイン 2009/10/14 2009/10/16

134 内定 一野 祐亮 名古屋大学 准教授 材料工学 欧州応用超伝導会議 ドイツ 2009/9/13 2009/9/17

135 内定 伊東 英幸 名古屋大学 研究機関研究員 環境学 第8回東アジア交通学会国際会議 インドネシア 2009/11/16 2009/11/19

136 内定 一柳 剛 鳥取大学 准教授 境界農学 第２０回国際糖鎖コンジュゲートシンポジウム プエルトリコ 2009/11/29 2009/12/4

137 内定 陳 剣 長岡技術科学大学 助教 土木工学 第2回欧州トンネル会議　－トンネル工学における数値解析－ ドイツ 2009/9/9 2009/9/11

138 内定 西森 信行
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

研究副主幹 物理学 第31回自由電子レーザー国際会議 英国 2009/8/23 2009/8/28

139 内定 澤 庸介 気象庁気象研究所 主任研究官 地球惑星科学 第8回二酸化炭素国際会議 ドイツ 2009/9/13 2009/9/19

140 内定 足立 アホロ 気象庁気象研究所 主任研究官 地球惑星科学 第８回　対流圏プロファイルに関する国際シンポジウム オランダ 2009/10/18 2009/10/23

141 内定 小野寺 良二 鶴岡工業高等専門学校 助教 電気電子工学
2009年 米国電気電子技術者学会主催　センサに関する第8回
IEEE国際会議

ニュージーランド 2009/10/25 2009/10/28

142 採用 上田 達 摂南大学 講師 文化人類学 第六回アジア研究者国際会議 韓国 2009/8/6 2009/8/9

143 採用 石野 陽子 島根大学 講師 心理学 ヨーロッパ発達心理学会第14回大会 リトアニア 2009/8/18 2009/8/22

144 内定 北村 健太郎 徳山工業高等専門学校 助教 地球惑星科学 国際地球電磁気・超高層物理学協会第11回科学総会 ハンガリー 2009/8/23 2009/8/30

145 内定 河原 成元 長岡技術科学大学 准教授 材料化学 アメリカ化学会、秋季大会 米国 2009/8/16 2009/8/20

146 採用 只野 裕一 佐賀大学 准教授 機械工学 第1回材料モデリングに関する国際会議 ドイツ 2009/9/15 2009/9/17

147 内定 徳丸 裕
独立行政法人国立病院機構東京医
療センター（臨床研究センター）

研究員 外科系臨床医学 米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会年次総会 米国 2009/10/4 2009/10/7

148 採用 内匠 透 広島大学 教授 基礎医学 第１１回欧州生物リズム学会大会 フランス 2009/8/22 2009/8/28

149 内定 山口 充孝
独立行政法人日本原子力研究開発
機構

任期付研究員 内科系臨床医学 核科学シンポジウム・医学イメージング会議 米国 2009/10/25 2009/10/31

150 内定 菊池 章弘 独立行政法人物質・材料研究機構 主幹研究員 電気電子工学 第21回国際磁石技術会議 中華人民共和国 2009/10/18 2009/10/23
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151 内定 川原 幸一 鹿児島大学 助教 内科系臨床医学 第14回世界腫瘍学会と第12回国際分子医科学シンポジウム ギリシャ 2009/10/15 2009/10/17

152 採用 柴田 哲男 名古屋工業大学 教授 薬学 第19回国際フッ素化学会議 米国 2009/8/23 2009/8/28

153 採用 橋野 知子 神戸大学 准教授 経済学 第15回国際経済史学会 オランダ 2009/8/3 2009/8/7

154 内定 川村 喜一郎 （財）深田地質研究所 主査研究員 地球惑星科学 アメリカ地質学会年会 米国 2009/10/18 2009/10/21

155 採用 髙嶋 隆太 千葉工業大学 助教 総合工学 米国オペレーションズ・リサーチ/経営科学学会2009年年次大会 米国 2009/10/11 2009/10/14

156 内定 塚崎 敦 東北大学 助教 応用物理学・工学基礎 第16回酸化物エレクトロニクス国際ワークショップ スペイン 2009/10/4 2009/10/7

157 採用 中林 真幸 東京大学 准教授 経済学 第15回国際経済史学会世界大会、ユトレヒト2009 オランダ 2009/8/3 2009/8/7

158 内定 矢部 一郎 北海道大学 准教授 内科系臨床医学 第134回米国神経学会年次総会 米国 2009/10/11 2009/10/14

159 内定 山中 吾郎 気象庁気象研究所 主任研究官 地球惑星科学
海洋観測09 - 社会のための海洋情報：その恩恵を持続し、その
可能性を認識する

イタリア 2009/9/21 2009/9/25
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