
平成22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）

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 期間（開始） 期間（終了）

1 内定 登坂 俊英 独立行政法人情報通信研究機構 専攻研究員 電気電子工学 電磁界理論に関する国際シンポジウム ドイツ 2010/8/16 2010/8/19

2 内定 本多 充 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23回国際原子力機関（IAEA）核融合エネルギー会議 韓国 2010/10/11 2010/10/16

3 採用 黒田 享 筑波大学 准教授 言語学 国際研究集会「言語体系の歴史と類型論」 ポーランド 2010/10/7 2010/10/10

4 内定 倉島 優一 山梨大学 助教 電気電子工学 第36回マイクロ・ナノ工学国際学会 イタリア 2010/9/19 2010/9/22

5 採用 岡安 光博 秋田県立大学 准教授 材料工学 第8回構造材料の疲労損傷に関する国際会議 米国 2010/9/19 2010/9/24

6 採用 内山 充 島根大学 教授 数学
関数解析と作用素論（国際数学者会議　第９サテライト
カンファレンス）

インド 2010/8/8 2010/8/11

7 採用 石井 賢司 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７回Ｘ線非弾性散乱国際会議 フランス 2010/10/11 2010/10/14

8 採用 奥 圭子 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 任期付研究員 農学 第13回国際ダニ学会議 ブラジル 2010/8/23 2010/8/27

9 内定 相羽 信行 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23回IAEA核融合エネルギー会議 韓国 2010/10/11 2010/10/16

10 内定 小堀 俊郎 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 主任研究員 農芸化学 第２４０回　米国化学会年会 米国 2010/8/22 2010/8/26

11 採用 関根 道和 富山大学 准教授 社会医学 第20回ヨーロッパ睡眠学会学術集会 ポルトガル 2010/9/14 2010/9/18

12 内定 坂本 眞一 滋賀県立大学 准教授 環境学 第20回国際音響学会議 オーストラリア 2010/8/23 2010/8/27

13 内定 東林 修平 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 助教 基礎化学 第２０回物理有機化学国際会議 韓国 2010/8/22 2010/8/28

14 内定 加藤 洋一郎 東京大学 助教 農学 第11回ヨーロッパ農学会国際会議 フランス 2010/8/29 2010/9/3

15 採用 大山 陽介 大阪大学 准教授 数学 第8回数値解析と応用数学国際会議 ギリシャ 2010/9/19 2010/9/25

16 内定 田中 暢明 京都大学 特定研究員 基礎生物学 北米神経科学会年会 米国 2010/11/13 2010/11/17

17 内定 和崎 淳 広島大学 准教授 農芸化学
第４回　土壌-植物圏におけるリン動態の国際シンポジ
ウム

中国 2010/9/19 2010/9/23

18 内定 南崎 朋子 広島大学 助教 歯学 2010年アメリカ骨代謝学会例会 カナダ 2010/10/15 2010/10/19

19 内定 濱 武英 京都大学 助教 農業工学
大気汚染モデルとその応用に関する第31回国際技術
会議

イタリア 2010/9/27 2010/10/1

20 採用 窪寺 昌一 宮崎大学 教授 応用物理学・工学基礎
米国電気電子工学会　フォトニクスソサイエティ　第23回
年次国際会議

米国 2010/11/7 2010/11/11

21 採用 竹内 俊文 神戸大学 教授 複合化学 第6回分子インプリンティングに関する国際会議 米国 2010/8/9 2010/8/12

22 内定 安東 嗣修 富山大学 准教授 神経科学 第40回北米神経科学学会年会，神経科学2010 米国 2010/11/13 2010/11/17

23 採用 萩原 幸司 大阪大学 助教 材料工学 第７回環太平洋先進材料・プロセスに関する国際会議 オーストラリア 2010/8/1 2010/8/6

24 採用 高田 保之 九州大学 教授 機械工学 第９回アジア熱物性会議 中国 2010/10/19 2010/10/22

25 内定 木寺 正平 電気通信大学 助教 電気電子工学
国際電波連合　B分科会　国際電磁界理論シンポジウ
ム 2010

ドイツ 2010/8/16 2010/8/19

採用（内定）者氏名

（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。）
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26 採用 申 キヨン お茶の水女子大学 准教授 ジェンダー 2010年度アメリカ政治学会 米国 2010/9/2 2010/9/5

27 内定 山下 兼一 京都工芸繊維大学 助教 電気電子工学 2010年ヨーロッパ光学会議 フランス 2010/10/26 2010/10/29

28 内定 松尾 亮太 徳島文理大学 講師 基礎生物学 第9回国際ニューロエソロジー会議 スペイン 2010/8/2 2010/8/7

29 内定 出水 庸介 国立医薬品食品衛生研究所 研究官 薬学 第31回ヨーロッパペプチド学会 デンマーク 2010/9/5 2010/9/9

30 採用 深井 智朗 聖学院大学 教授 哲学
ドイツ・パウル・ティリッヒ協会第２回国際学会（2010年
ウィーン)

オーストリア 2010/10/7 2010/10/10

31 内定 稲垣 厚至 東京工業大学 助教 土木工学 第9回アメリカ都市気象学会 米国 2010/8/2 2010/8/6

32 採用 小柳 和喜雄 奈良教育大学 教授 科学教育・教育工学 教育研究に関するヨーロッパ会議 フィンランド 2010/8/25 2010/8/27

33 採用 杉浦 美羽 愛媛大学 准教授 生物分子科学 第15回　国際光合成会議 中国 2010/8/22 2010/8/27

34 採用 水落 正明 三重大学 准教授 経済学 ヨーロッパ人口会議2010 オーストリア 2010/9/1 2010/9/4

35 内定 末永 光 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 農芸化学 第13回国際微生物生態学シンポジウム 米国 2010/8/22 2010/8/27

36 内定 曽根原 理 東北大学 助教 哲学 国際宗教学宗教史会議第20回世界大会 カナダ 2010/8/15 2010/8/21

37 採用 松本 義久 東京工業大学 准教授 環境学 第56回（米国）放射線学会年次大会 米国 2010/9/26 2010/9/29

38 採用 矢野 憲一 熊本大学 教授 環境学 米国放射線科学会第56回年次大会 米国 2010/9/25 2010/9/29

39 採用 中森 泰三 横浜国立大学 講師 基礎生物学 第9回国際菌学会議 英国 2010/8/1 2010/8/6

40 採用 橋本 明 愛知県立大学 教授 科学社会学・科学技術史 ドイツ神経学精神医学史学会年次総会 ドイツ 2010/10/1 2010/10/3

41 採用 増田 佳丈 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 材料工学 第３回多機能材料および構造体に関する国際会議 韓国 2010/9/14 2010/9/18

42 内定 増野 敦信 東京大学 助教 材料化学 ガラスに関する国際会議2010 ブラジル 2010/9/20 2010/9/25

43 内定 久保田 繁 山形大学 准教授 情報学 第40回北米神経科学会大会 米国 2010/11/13 2010/11/17

44 採用 遠山 晴一 北海道大学 准教授 人間医工学 第6回世界バイオメカニクス会議 シンガポール 2010/8/1 2010/8/6

45 内定 後藤 拓也 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23回国際原子力機関核融合エネルギー会議 韓国 2010/10/11 2010/10/16

46 内定 三河内 岳 東京大学 助教 地球惑星科学 第20回国際鉱物学連合総会 ハンガリー 2010/8/21 2010/8/27

47 内定 佐藤 正晃 独立行政法人理化学研究所 研究員 神経科学 第40回北米神経科学会年会 米国 2010/11/13 2010/11/17

48 採用 辻 幸一 大阪市立大学 教授 複合化学 第59回デンバーＸ線会議 米国 2010/8/2 2010/8/6

49 内定 井上 薫 国立医薬品食品衛生研究所 研究員 畜産学・獣医学 第61回米国獣医病理学会　年次総会 米国 2010/10/30 2010/11/3

50 採用 永井 弘人 日本文理大学 助教 総合工学 第27回国際航空科学会議 フランス 2010/9/19 2010/9/24
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51 内定 安井 武史 大阪大学 助教 応用物理学・工学基礎 第35回赤外・ミリ波・テラヘルツ波に関する国際会議 イタリア 2010/9/5 2010/9/10

52 内定 深山 理 東京大学 助教 人間医工学
第32回 電気電子技術者協会 医療・生理部会 年次国
際会議

アルゼンチン 2010/8/31 2010/9/4

53 内定 尾花 哲浩 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26回核融合技術シンポジウム ポルトガル 2010/9/27 2010/10/1

54 内定 星野 美保子 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 地球惑星科学 第20回国際鉱物学会総会 ハンガリー 2010/8/21 2010/8/27

55 内定 岩木 直 独立行政法人産業技術総合研究所 研究グループ長 情報学 北米神経科学学会第40回年次大会 米国 2010/11/13 2010/11/17

56 採用 八木 久美子 東京外国語大学 教授 哲学 第２０回国際宗教学宗教史会議世界大会 カナダ 2010/8/15 2010/8/21

57 内定 土田 努 独立行政法人理化学研究所 基礎科学特別研究員 基礎生物学 第9回 ヨーロッパ昆虫会議 ハンガリー 2010/8/22 2010/8/27

58 採用 福間 康裕 独立行政法人理化学研究所 研究員 応用物理学・工学基礎 2010年秋季欧州先端材料に関する国際会議 ポーランド 2010/9/13 2010/9/17

59 内定 佐藤 智之 独立行政法人産業技術総合研究所 研究員 地球惑星科学 第18回国際堆積学会議 アルゼンチン 2010/9/26 2010/10/1

60 採用 伊東 秀之 岡山大学 准教授 薬学
第58回　薬用植物および天然物化学に関する国際研究
集会

ドイツ 2010/8/29 2010/9/2

61 内定 菊本 統 名古屋工業大学 助教 土木工学 第5回不飽和土に関する国際会議 スペイン 2010/9/6 2010/9/8

62 内定 寺田 聡 福井大学 准教授 プロセス工学
欧州生物化学工学会，生体分子分離技術会，生物熱
力学会、2010年の連合発表会

イタリア 2010/9/5 2010/9/8

63 内定 安達　 真由美 北海道大学 准教授 教育学 第20回世界音楽教育会議 中国 2010/8/1 2010/8/6

64 内定 藤井 聖子 東京大学 准教授 言語学 第６回国際構文理論学会 チェコ 2010/9/1 2010/9/5

65 採用 須田 善行 豊橋技術科学大学 准教授 電気電子工学
第7回反応性プラズマ／第63回気体エレクトロニクス合
同国際会議／第28回プラズマプロセシング

フランス 2010/10/4 2010/10/8

66 内定 森元 陽子 鹿児島大学 助教 歯学 アメリカ歯周病学会　第96回年次総会 米国 2010/10/30 2010/11/2

67 内定 佐藤 俊彦 東北文化学園大学 准教授 心理学 北米神経科学会第40回年次大会 米国 2010/11/13 2010/11/17

68 採用 三村 功次郎 大阪府立大学 准教授 応用物理学・工学基礎 第17回 三元系および多元系化合物に関する国際会議 アゼルバイジャン 2010/9/28 2010/9/30

69 採用 藤田 雅之 （財）レーザー技術総合研究所 主席研究員 応用物理学・工学基礎 第29回レーザーと電気光学の応用に関する国際会議 米国 2010/9/27 2010/9/30

70 内定 坪田 健一 千葉大学 准教授 機械工学 第6回生体力学に関する世界会議 シンガポール 2010/8/1 2010/8/6

71 採用 佐藤 訓志 広島大学 助教 電気電子工学 第8回 IFAC 非線形制御システムシンポジウム イタリア 2010/9/1 2010/9/3

72 採用 諸橋 憲一郎 九州大学 教授 基礎医学 ゴードン会議 米国 2010/8/15 2010/8/20

73 内定 圷 尚武 独立行政法人国立病院機構千葉東病院（臨床研究センター） 先端医療研究室長 外科系臨床医学 第２３回国際移植学会総会 カナダ 2010/8/15 2010/8/19

74 内定 荒井 清佳 独立行政法人大学入試センター　 助教 情報学 第19回国際計算機統計学会議 フランス 2010/8/22 2010/8/27

75 採用 島田 智明 神戸大学 准教授 経営学 経営学会国際会議 カナダ 2010/8/6 2010/8/10
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76 内定 戸村 道夫 独立行政法人理化学研究所 研究員 基礎医学
第11回　基礎及び臨床免疫における国際樹状細胞シン
ポジウム

スイス 2010/9/26 2010/9/30

77 内定 中井 智司 広島大学 准教授 環境学 国際水会議及び展示会 カナダ 2010/9/19 2010/9/24
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