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青井 伸也 京都大学 工学研究科 講師

青木 三郎 筑波大学 人文社会系 教授

青柳 学 室蘭工業大学 大学院工学研究科 教授

赤染 康久 聖マリアンナ医科大学 医学部 講師

浅田 稔 大阪大学 工学研究科 教授

有木 康雄 神戸大学 都市安全研究センター 学術研究員

飯田 俊彰 東京大学 農学生命科学研究科 准教授

池田 啓子 国際医療福祉大学 医学部 教授

石井 仁 豊橋技術科学大学 リーディング大学院教育推進機構 特任教授

石村 直之 中央大学 商学部 教授

磯崎 哲夫 広島大学 大学院教育学研究科 教授

市原 美恵 東京大学 地震研究所 准教授

伊藤 寿朗 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 教授

井上 啓 金沢大学 新学術創成研究機構 教授

井宮 淳 千葉大学 統合情報センター 教授

宇都野 穣 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター 研究主幹

浦野 泰照 東京大学 薬学系研究科/医学系研究科 教授

江原 正博 大学共同利用機関法人自然科学研究機構（岡崎共通研究施設） 計算科学研究センター 教授

大石 亜希子 千葉大学 大学院社会科学研究院 教授

大岡 宏造 大阪大学 理学研究科 准教授

大鐘 潤 明治大学 農学部 准教授

大川 剛直 神戸大学 システム情報学研究科 教授

大塚 聡子 埼玉工業大学 人間社会学部 教授

大野 哲靖 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

岡 久雄 岡山大学 ヘルスシステム統合科学研究科 教授

岡村 康司 大阪大学 医学系研究科 教授

岡本 秀毅 岡山大学 自然科学研究科 准教授

荻野 雄 京都教育大学 教育学部 教授

小口 高 東京大学 空間情報科学研究センター 教授

奥野 拓 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 准教授

風間 規男 同志社大学 政策学部 教授

梶田 将司 京都大学 情報環境機構 教授
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門田 幸二 東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授

金尾 伊織 京都工芸繊維大学 デザイン・建築学系  教授

川窪 伸光 岐阜大学 応用生物科学部 教授

河辺 徹 筑波大学 システム情報系 教授

喜多 伸一 神戸大学 人文学研究科 教授

北川 貴士 東京大学 大気海洋研究所 准教授

北中 千史 山形大学 医学部 教授

北村 和生 立命館大学 法務研究科 教授

木村 英司 千葉大学 大学院人文科学研究院 教授

桐生 和幸 美作大学・美作大学短期大学部 副学長

日下部 宜宏 九州大学 農学研究院 教授

久保 正樹 東北大学 工学研究科 准教授

黒田 慶子 神戸大学 大学院農学研究科 教授

小金澤 雅之 東北大学 生命科学研究科 准教授

国分 紀秀 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授

近藤 高明 名古屋大学 医学系研究科 教授

坂倉 彰 岡山大学 自然科学研究科 教授

佐治木 弘尚 岐阜薬科大学 薬学部 教授

定本 久世 徳島文理大学 香川薬学部 講師

佐藤 鮎子 兵庫医科大学 医学部 講師

佐藤 好久 九州工業大学 情報工学研究院 教授

重信 秀治 基礎生物学研究所 生物機能解析センター 特任准教授

眞貝 洋一 国立研究開発法人理化学研究所 眞貝細胞記憶研究室 主任研究員

杉山 和靖 大阪大学 基礎工学研究科 教授

鈴木 英之進 九州大学 システム情報科学研究院 教授

鈴木 真由美 富山県立大学 工学部 教授

千田 彰一 香川大学  名誉教授

曽根 雅紀 東邦大学 理学部 准教授

染矢 聡 国立研究開発法人産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 産業技術総括調査官

田内 広 茨城大学 大学院理工学研究科 教授

高須 昌子 東京薬科大学 生命科学部 教授

高野 義孝 京都大学 農学研究科 教授
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高橋 寛 愛媛大学 理工学研究科 教授

高村 博之 東北大学 大学院理学研究科 教授

竹居 光太郎 横浜市立大学 生命医科学研究科 教授

武田 淳 横浜国立大学 工学研究院 教授

田中 伸彦 東海大学 観光学部 教授

塚本 昌彦 神戸大学 大学院工学研究科 教授

坪木 和久 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授

土井 守 岐阜大学 応用生物科学部 教授

徳田 信子 獨協医科大学 医学部 教授

徳山 英利 東北大学 大学院薬学研究科 教授

中川 紳好 群馬大学 大学院理工学府 教授

中島 郁世 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 上級研究員

長縄 弘親 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門先端基礎研究センター 研究主席

中西 真 東京大学 医科学研究所 教授

中村 敏和 分子科学研究所 物質分子科学研究領域 准教授

中村 光 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

永山 ルツ子 静岡英和学院大学 人間社会学部 教授

新堀 雄一 東北大学 工学研究科 教授

西崎 一郎 広島大学 工学研究科 教授

西田 佐知子 名古屋大学 博物館 准教授

西田 誠 大阪大学 キャンパスライフ健康支援センター 准教授

西名 大作 広島大学 大学院工学研究科 教授

西原 祥子 創価大学 理工学部 教授

新國 亮 東京女子大学 現代教養学部 教授

納富 信留 東京大学 大学院人文社会系研究科 教授

野田 優 早稲田大学 理工学術院 教授

秦 誠一 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

畑澤 順 大阪大学 医学系研究科 教授

濱田 博文 筑波大学 人間系 教授

原 辰徳 東京大学 人工物工学研究センター 准教授

半場 藤弘 東京大学 生産技術研究所 教授

東山 繁樹 愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 教授
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匹田 政幸 九州工業大学 工学（系）研究科（研究院） 教授

久田 真 東北大学 工学研究科 教授

百武 慶文 茨城大学 理学部 准教授

廣明 秀一 名古屋大学 創薬科学研究科 教授

深町 博史 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 講師

藤田 晃司 京都大学 工学研究科 教授

藤谷 秀雄 神戸大学 工学（系）研究科（研究院） 教授

藤原 忍 慶應義塾大学 理工学部 教授

藤原 暁宏 九州工業大学 大学院情報工学研究院 教授

古崎 昭 国立研究開発法人理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員

本間 健二 兵庫県立大学 物質理学研究科 特任教授

松井 広 東北大学 生命科学研究科 教授

松井 理直 大阪保健医療大学 保健医療学部 教授

松井 佳彦 北海道大学 大学院工学研究院 教授

松浦 望 久留米工業大学 工学部 准教授

松田 素二 京都大学 文学研究科 教授

松本 久義 東京大学 数理科学研究科 准教授

三浦 勝清 埼玉大学 理工学研究科 教授

御子柴 善之 早稲田大学 文学学術院 教授

三澤 浩昭 東北大学 理学研究科 准教授

水谷 泰久 大阪大学 理学研究科 教授

南 康博 神戸大学 医学研究科 教授

美濃 導彦 国立研究開発法人理化学研究所  理事

宮 紀子 京都大学 人文科学研究所 助教

三輪 建二 星槎大学 大学院教育実践研究科 教授

巳波 弘佳 関西学院大学 理工学部 教授

毛利 聡 川崎医科大学 医学部 教授

本瀬 宏康 岡山大学 自然科学研究科 准教授

山崎 哲男 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 教授

山崎 俊正 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 高度解析センター センター長

山崎 亮一 東京農工大学 大学院農学研究院 教授

山下 茂 岡山大学 惑星物質研究所 准教授

4 / 5 



氏名（50音順） 所属機関名・部局名・職名

平成29年度特別研究員等審査会専門委員（書面担当） 表彰者一覧

山名 早人 早稲田大学 理工学術院 教授

山中 英生 徳島大学 社会産業理工学研究部理工学域 教授

山本 歩 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 教授

山本 幹雄 筑波大学 システム情報系 教授

弓本 佳苗 九州大学 生体防御医学研究所 特任助教

脇谷 尚樹 静岡大学 学術院工学領域 教授

和田 修 神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部 客員教授

渡邉 聡 広島大学 学術院 教授（情報科学部・高等教育研究開発センター）

渡辺 章悟 東洋大学 文学部 教授

（137名）
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