
通番
採用/
内定

所属機関名 職名 分科 国際学会等の名称（和文） 開催地（国名） 期間（開始） 期間（終了）

1 採用 井内 良仁 山形大学 助教 基礎医学
第5回フリーラジカル学会　オーストラリア地域・日本
合同会議

オーストラリア 2009/12/1 2009/12/4

2 採用 齋藤 直子 京都大学 准教授 教育学 アメリカ哲学促進学会2010年年次大会 アメリカ合衆国 2010/3/11 2010/3/13

3 内定 八木 恭子 東京大学 特任研究員 社会・安全システム科学
アジア太平洋オペレーションズ・リサーチ学会連合国
際会議 2009

インド 2009/12/6 2009/12/9

4 採用 道林 克禎 静岡大学 准教授 地球惑星科学 アメリカ地球物理連合　２００９年度秋季大会 アメリカ合衆国 2009/12/14 2009/12/18

5 採用 秋谷 裕幸 愛媛大学 准教授 言語学 第11回MIN方言国際学会 中華人民共和国 2010/1/9 2010/1/11

6 内定 迫田 秀行
国立医薬品食品衛生研
究所

主任研究官 人間医工学 整形外科学会第56回年次大会 アメリカ合衆国 2010/3/6 2010/3/9

7 内定 下野 孝一 東京海洋大学 教授 心理学
2010年度　立体ディスプレイとその応用に関する会
議

アメリカ合衆国 2010/1/17 2010/1/21

8 内定 河本 正次 広島大学 准教授 境界農学 世界アレルギー会議2009 アルゼンチン 2009/12/6 2009/12/10

9 内定 木岡 紀幸 京都大学 准教授 境界農学 第４９回アメリカ細胞生物学会年会 アメリカ合衆国 2009/12/5 2009/12/9

10 採用 秩父 重英 東北大学 教授 応用物理学・工学基礎 オプト,エスピーアイイー　フォトニクスウェスト2010 アメリカ合衆国 2010/1/23 2010/1/28

11 内定 今泉 容子 筑波大学 教授 文学 ハワイ国際教育学会 アメリカ合衆国 2010/1/7 2010/1/10
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12 内定 栗原 志夫
独立行政法人理化学研
究所

特別研究員 基礎生物学 植物におけるRNAサイレンシング機構 アメリカ合衆国 2010/2/21 2010/2/26

13 内定 秋山 泰身 東京大学 准教授 基礎医学 国際胸腺ワークショップ　オーストラリア オーストラリア 2010/3/17 2010/3/22

14 内定 松井 好人 富山大学 助教 外科系臨床医学 第56回米国整形外科基礎学会年次学術集会 アメリカ合衆国 2010/3/6 2010/3/9

15 採用 西村 悠樹 山口大学 助教 電気電子工学
決定と制御に関する第48回IEEE会議および第28回
中国制御会議

中華人民共和国 2009/12/16 2009/12/18

16 内定 金 載浩
独立行政法人産業技術
総合研究所

研究員 プラズマ科学
第６プラズマ基礎と応用に関するアジア太平洋国際
シンポジウム

台湾 2009/12/14 2009/12/16

17 内定 長井 健容 東京海洋大学 助教 地球惑星科学 2010年国際海洋科学集会（ポートランド） アメリカ合衆国 2010/2/22 2010/2/26

18 採用 千葉 知宏 慶應義塾大学 助教 内科系臨床医学 世界遺伝子学会 2009 中華人民共和国 2009/12/1 2009/12/7

19 内定 浅川 学 広島大学 准教授 水産学 水産増殖に関する国際会議 アメリカ合衆国 2010/3/1 2010/3/5

20 内定 宮川 健 上越教育大学 准教授 教育学 第3回教授の人間学理論国際会議 スペイン 2010/1/25 2010/1/29

21 採用 渡邉 歴
独立行政法人産業技術
総合研究所

研究員 応用物理学・工学基礎
フォトニクスウェスト2010、レーズ会議（レーザーと応
用）

アメリカ合衆国 2010/1/23 2010/1/28

22 採用 河野 正道 九州大学 准教授 機械工学 第2回ナノマイクロスケール熱物質移動国際会議 中華人民共和国 2009/12/18 2009/12/21

23 内定 麓 恵里
独立行政法人産業技術
総合研究所

研究員 プロセス工学 第239回　アメリカ化学会 アメリカ合衆国 2010/3/21 2010/3/25

24 内定 中村 俊博 群馬大学 助教 応用物理学・工学基礎 先進光科学研究フォトニクス学会 アメリカ合衆国 2010/1/23 2010/1/28

25 内定 宮下 博幸 金沢大学 准教授 言語学
構文文法：ドイツ語と英語の研究のための新しい視
座

ドイツ 2010/2/18 2010/2/20
座
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26 採用 濱本 正太郎 京都大学 教授 法学 投資条約仲裁研究大会 オーストラリア 2010/2/19 2010/2/20

27 採用 林田 美咲
独立行政法人産業技術
総合研究所

研究員 応用物理学・工学基礎
新材料・デバイスのための原子レベル評価の国際会
議

アメリカ合衆国 2009/12/6 2009/12/11

28 採用 松本 和子 東京大学 准教授 言語学 第８回国際オセアニア言語学会 ニュージーランド 2010/1/4 2010/1/9

29 内定 渡利 泰山 東京大学 特任准教授 物理学 加速器と初期宇宙の物理における、弦理論の役割 アメリカ合衆国 2010/3/8 2010/5/14

30 内定 山本 典史 岐阜大学 助教 生物科学 生物物理学会第５４回定期会議 アメリカ合衆国 2010/2/20 2010/2/24

31 採用 田中 亮吏 岡山大学 准教授 地球惑星科学 アメリカ地球物理学連合秋期大会 アメリカ合衆国 2009/12/14 2009/12/18

32 内定 坂田 克己 前橋工科大学 教授 ゲノム科学 動植物ゲノム国際会議 アメリカ合衆国 2010/1/9 2010/1/13

33 内定 永野 聡 鹿児島大学 助教 外科系臨床医学 第56回アメリカ整形外科学会学術集会 アメリカ合衆国 2010/3/6 2010/3/9

34 採用 和田 章
独立行政法人理化学研
究所

研究員 複合化学
BITライフサイエンス第三回タンパク質＆ペプチド会
議-2010

中華人民共和国 2010/3/21 2010/3/23

35 採用 小原 泰彦 海上保安庁海洋情報部 上席研究官 地球惑星科学 アメリカ地球物理学連合2009年秋季大会 アメリカ合衆国 2009/12/14 2009/12/18

36 内定 新宅 一彦
秋田県産業技術総合研
究センター

主任研究員 ナノ・マイクロ科学
第11回　磁性および磁性材料／国際磁性　合同会
議

アメリカ合衆国 2010/1/18 2010/1/22

37 採用 佛坂 斉祉 長崎大学 講師 歯学 第7回国際矯正歯科学会 オーストラリア 2010/2/6 2010/2/9

38 内定 中川 正宏 東京大学 特任助教 内科系臨床医学 第51回　米国血液学会総会 アメリカ合衆国 2009/12/5 2009/12/8

39 内定 竹内 潔 富山大学 准教授 文化人類学 通文化研究学会第39回年次研究大会 アメリカ合衆国 2010/2/17 2010/2/20

40 内定 古瀬 裕章
（財）レーザー技術総合研
究所

研究員 応用物理学・工学基礎 フォトニクス ウェスト アメリカ合衆国 2010/1/23 2010/1/28

41 採用 橋谷田 豊
独立行政法人家畜改良
センター

技術専門役 畜産学・獣医学 第36回　国際胚移植学会年次大会 アルゼンチン 2010/1/9 2010/1/12
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