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5年 相川　祐理 あいかわ　ゆり 女
東京大学大学院理学系研究科天文学専
攻教授

物理学 地球惑星科学

5年 愛敬　浩二 あいきょう　こうじ 男 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学

8年 相田　典子 あいだ　のりこ 女
神奈川県立こども医療センター放射線科
部長/横浜市立大学医学部放射線診断学
客員教授

臨床医学

5年 相田　仁 あいだ　ひとし 男 東京大学大学院工学系研究科教授 情報学 電気電子工学

5年 相原　博昭 あいはら　ひろあき 男
東京大学大学執行役・副学長、大学院理
学系研究科教授

物理学

8年 相原　一 あいはら　まこと 男
東京大学大学院医学系研究科外科学専
攻運動機能医学講座眼科学教授

臨床医学

8年 相原　玲二 あいばら　れいじ 男
広島大学副学長・情報メディア教育研究セ
ンター教授

情報学

5年 青木　茂樹 あおき　しげき 男
順天堂大学大学院医学研究科放射線医
学教授

臨床医学

5年 青木　浩樹 あおき　ひろき 男 久留米大学循環器病研究所教授 臨床医学

8年 青木　洋子 あおき　ようこ 女 東北大学大学院医学系研究科教授 臨床医学 基礎医学

5年 青木　玲子 あおき　れいこ 女 公正取引委員会委員 経済学

5年 青島　恵子 あおしま　けいこ 女 医療法人社団継和会理事長・萩野病院長 健康・生活科学 臨床医学

8年 青嶋　誠 あおしま　まこと 男 筑波大学数理物質系教授 数理科学

5年 赤池　孝章 あかいけ　たかあき 男 東北大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

8年 赤羽　悟美 あかはね　さとみ 女 東邦大学医学部教授 基礎医学

5年 赤松　佳珠子 あかまつ　かずこ 女
法政大学デザイン工学部建築学科教授、
株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ
代表取締役

土木工学・建築学

5年 秋下　雅弘 あきした　まさひろ 男
東京大学大学院医学系研究科加齢医学
講座老年病学分野教授

臨床医学

5年 秋野　成人 あきの　しげと 男 広島大学大学院法務研究科教授 法学

8年 秋葉　澄伯 あきば　すみのり 男 弘前大学特任教授 健康・生活科学

8年 秋元　美世 あきもと　みよ 男 東洋大学社会学部教授 法学 社会学

8年 秋山　聰 あきやま　あきら 男 東京大学大学院教授 哲学 史学

8年 秋山　修志 あきやま　しゅうじ 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構分子科学研究所教授

基礎生物学

8年 秋吉　一成 あきよし　かずなり 男 京都大学大学院工学研究科教授 材料工学

5年 阿久津　典子 あくつ　のりこ 女
大阪電気通信大学工学部環境科学科教
授

材料工学 物理学

8年 阿久津　英憲 あくつ　ひでのり 男
国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンター研究所生殖医療研究部部長

基礎医学

8年 上松　佐知子 あげまつ　さちこ 女 筑波大学生命環境系地球科学域准教授 統合生物学 地球惑星科学

専門分野
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5年 浅井　歩 あさい　あゆみ 女
京都大学大学院理学研究科附属天文台
准教授

物理学

5年 浅井　幸子 あさい　さちこ 女 東京大学大学院教育学研究科准教授 心理学・教育学

5年 浅井　祥仁 あさい　しょうじ 男 東京大学大学院理学系研究科教授 物理学

8年 浅川　達人 あさかわ　たつと 男 早稲田大学人間科学学術院教授 社会学

8年 浅川　智恵子 あさかわ　ちえこ 女 IBM Corp.IBM Fellow 情報学

8年 朝倉　薫 あさくら　かおる 女
日本電信電話株式会社研究企画部門担
当部長

電気電子工学

8年 浅田　進史 あさだ　しんじ 男 駒澤大学経済学部経済学科教授 史学 経済学

8年 浅田　正彦 あさだ　まさひこ 男 京都大学大学院法学研究科教授 法学

8年 朝田　芳信 あさだ　よしのぶ 男 鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授 歯学

5年 浅野　みどり あさの　みどり 女
名古屋大学大学院医学系研究科看護学
専攻教授

健康・生活科学

8年 浅野　有紀 あさの　ゆき 女 同志社大学司法研究科教授 法学

8年 朝日　弓未 あさひ　ゆみ 女 東京理科大学経営学部経営学科教授 経営学 数理科学

8年 浅利　美鈴 あさり　みすず 女 京都大学大学院地球環境学堂准教授 環境学

5年 蘆田　宏 あしだ　ひろし 男 京都大学大学院文学研究科教授 心理学・教育学

8年 阿尻　雅文 あじり　ただふみ 男 東北大学材料科学高等研究所教授 化学 環境学

5年 東　久美子 あずま　くみこ 女
情報・システム研究機構国立極地研究所
教授

地球惑星科学

8年 東　みゆき あずま　みゆき 女
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科分子免疫学分野教授

基礎医学 歯学

5年 疇地　宏 あぜち　ひろし 男 大阪大学レーザー科学研究所・特任教授 総合工学 物理学

8年 足立　幸志 あだち　こうし 男
東北大学大学院工学研究科機械機能創
成専攻教授

機械工学

8年 安達　毅 あだち　つよし 男 秋田大学大学院国際資源学研究科教授 総合工学

8年 足立　眞理子 あだち　まりこ 女 お茶の水女子大学名誉教授 経済学

8年 姉歯　曉 あねは　あき 女 駒澤大学経済学部教授 経済学

8年 阿部　彩子 あべ　あやこ 女 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学

8年 阿部　栄子 あべ　えいこ 女 大妻女子大学家政学部被服学科教授 健康・生活科学 史学

5年 阿部　恒之 あべ　つねゆき 男 東北大学大学院文学研究科教授 心理学・教育学

8年 阿部　公彦 あべ　まさひこ 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学

5年 阿部　克則 あべ　よしのり 男 学習院大学法学部教授 法学

8年 阿部　芳久 あべ　よしひさ 男
九州大学大学院比較社会文化研究院教
授

農学
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8年 天野　浩 あまの　ひろし 男
名古屋大学未来材料・システム研究所未
来エレクトロニクス集積研究センター長・教
授

総合工学 電気電子工学

5年 天野　玲子 あまの　れいこ 女 国立研究開発法人国立環境研究所監事 土木工学・建築学

8年 綾部　早穂 あやべ　さほ 女 筑波大学人間系教授 心理学・教育学

8年 綾部　真雄 あやべ　まさお 男 東京都立大学人文科学研究科教授 地域研究

8年 鮎澤　純子 あゆざわ　じゅんこ 女
九州大学大学院医学研究院准教授/九州
大学病院病院長補佐

臨床医学

8年 荒井　滋久 あらい　しげひさ 男 華為技術日本株式会社顧問 電気電子工学

5年 新井　民夫 あらい　たみお 男
技術研究組合国際廃炉研究開発機構副
理事長

機械工学 総合工学

8年 新井　敏康 あらい　としやす 男 東京大学数理科学研究科教授 数理科学

8年 新井　洋由 あらい　ひろゆき 男
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
理事・審査センター長

薬学

8年 荒川　薫 あらかわ　かおる 女
明治大学総合数理学部長・先端数理科学
研究科長・教授

情報学 電気電子工学

8年 荒川　泰彦 あらかわ　やすひこ 男
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研
究機構特任教授

総合工学

5年 荒木　喜美 あらき　きみ 女
熊本大学生命資源研究・支援センター教
授

統合生物学 基礎生物学

5年 荒木　純道 あらき　きよみち 男 東京工業大学名誉教授 電気電子工学

5年 荒木　弘之 あらき　ひろゆき 男
情報・システム研究機構国立遺伝学研究
所副所長・教授

基礎生物学

8年 荒木　稚子 あらき　わかこ 女 埼玉大学大学院理工学研究科教授 機械工学 材料工学

8年 有路　昌彦 ありじ　まさひこ 男 近畿大学世界経済研究所教授 食料科学 農学

8年 有田　謙司 ありた　けんじ 男 西南学院大学法学部法律学科教授 法学

8年 有田　正規 ありた　まさのり 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立遺伝学研究所教授

基礎生物学 情報学

5年 有信　睦弘 ありのぶ　むつひろ 男
国立大学法人東京大学　大学執行役・副
学長

機械工学 総合工学

8年 有村　博紀 ありむら　ひろき 男 北海道大学大学院情報科学研究院教授 情報学

8年 有元　伸子 ありもと　のぶこ 女
広島大学大学院人間社会科学研究科教
授

言語・文学

8年 有本　寛 ありもと　ゆたか 男 一橋大学准教授 経済学 農学

5年 阿波賀　邦夫 あわが　くにお 男 名古屋大学大学院理学研究科教授 化学

5年 安藤　香織 あんどう　かおり 女 岐阜大学工学部教授 化学

5年 安藤　宏 あんどう　ひろし 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学

5年 安藤　真 あんどう　まこと 男
独立行政法人国立高等専門学校機構理
事

電気電子工学

8年 安藤　泰至 あんどう　やすのり 男 鳥取大学医学部准教授 哲学
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5年 安保　正一 あんぽ　まさかず 男
大阪府立大学名誉教授 ・福州大学国際
顧問

化学

8年 井伊　雅子 いい　まさこ 女 一橋大学教授 経済学

5年 飯島　勝矢 いいじま　かつや 男 東京大学高齢社会総合研究機構教授 臨床医学 健康・生活科学

8年 飯嶋　徹 いいじま　とおる 男 名古屋大学素粒子宇宙起源研究所教授 物理学

8年 飯島　渉 いいじま　わたる 男 青山学院大学文学部史学科教授 史学 基礎医学

8年 飯田　知弘 いいだ　ともひろ 男
東京女子医科大学医学部眼科学講座教
授

臨床医学

8年 飯田　訓久 いいだ　みちひさ 男 京都大学教授 食料科学 農学

8年 飯塚　正人 いいづか　まさと 男
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所教授

地域研究

8年 飯野　雄一 いいの　ゆういち 男
東京大学大学院理学系研究科生物科学
専攻教授

基礎生物学 統合生物学

8年 家　泰弘 いえ　やすひろ 男 独立行政法人日本学術振興会理事 物理学

8年 家田　仁 いえだ　ひとし 男 政策研究大学院大学教授 土木工学・建築学

8年 家光　素行 いえみつ　もとゆき 男 立命館大学スポーツ健康科学部教授 健康・生活科学

8年 伊香賀　俊治 いかが　としはる 男
慶應義塾大学理工学部システムデザイン
工学科教授

土木工学・建築学

5年 井頭　麻子 いがしら　あさこ 女
明治学院大学法学部消費情報環境法学
科准教授

化学

8年 五十嵐　健夫 いがらし　たけお 男
東京大学大学院情報理工学系研究科教
授

情報学

5年 五十嵐　正晃 いがらし　まさあき 男 新日鉄住金化学株式会社常務執行役員 材料工学

5年 生田　宏一 いくた　こういち 男
京都大学ウイルス・再生医科学研究所教
授

基礎医学

8年 生田　ちさと いくた　ちさと 女
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所学際科学研究系准教
授

物理学

8年 井口　梓 いぐち　あずさ 女
愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメ
ント学科准教授

地域研究

8年 池浦　良淳 いけうら　りょうじゅん 男
三重大学大学院工学研究科機械工学専
攻教授

情報学 機械工学

5年 池上　知子 いけがみ　ともこ 女 大阪市立大学大学院文学研究科教授 心理学･教育学

8年 池上　裕子 いけがみ　ひろこ 女 神戸大学国際文化学研究科准教授 史学 哲学

5年 池谷　裕二 いけがや　ゆうじ 男 東京大学大学院薬学系研究科教授 基礎医学 薬学

8年 池口　明子 いけぐち　あきこ 女 横浜国立大学教育学部准教授 地域研究

8年 池田　和隆 いけだ　かずたか 男
公益財団法人東京都医学総合研究所精
神行動医学研究分野長・参事研究員

基礎医学 臨床医学

8年 池田　恵子 いけだ　けいこ 女
静岡大学教育学部学校教育教員養成課
程初等学習開発学専攻教授

社会学 地域研究

8年 池田　彩子 いけだ　さいこ 女 名古屋学芸大学管理栄養学部教授 健康・生活科学
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5年 池田　駿介 いけだ　しゅんすけ 男 株式会社建設技術研究所研究顧問 土木工学・建築学 環境学

5年 池田　正浩 いけだ　まさひろ 男 宮崎大学農学部獣医学科教授 食料科学

8年 池淵　恵美 いけぶち　えみ 女
帝京平成大学大学院臨床心理学研究科
教授

臨床医学

8年 伊澤　栄一 いざわ　えいいち 男 慶應義塾大学文学部教授 心理学・教育学 統合生物学

8年 石井　伊都子 いしい　いつこ 女
千葉大学医学部附属病院薬剤部教授・薬
剤部長

薬学

5年 石井　香世子 いしい　かよこ 女 立教大学社会学部現代文化学科教授 地域研究 社会学

8年 石井　晋 いしい　すすむ 男 学習院大学経済学部教授 経済学

5年 石井　哲也 いしい　てつや 男 北海道大学安全衛生本部教授 農学 社会学

8年 石井　直人 いしい　なおと 男
東北大学大学院医学系研究科免疫学分
野教授

基礎医学 臨床医学

8年 石居　人也 いしい　ひとなり 男 一橋大学大学院社会学研究科教授 史学

8年 石井　美保 いしい　みほ 女 京都大学人文科学研究所准教授 地域研究

5年 石井クンツ 昌子 いしいくんつ　まさこ 女
お茶の水女子大学基幹研究院人間科学
系教授

社会学

8年 石川　麻乃 いしかわ　あさの 女
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立遺伝学研究所ゲノム・進化研
究系助教

統合生物学

8年 石川　城太 いしかわ　じょうた 男 一橋大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 石川　拓司 いしかわ　たくじ 男
東北大学大学院工学研究科 ファインメカ
ニクス専攻教授

機械工学 総合工学

5年 石川　徹 いしかわ　とおる 男 東洋大学情報連携学部教授 地域研究

8年 石川　冬木 いしかわ　ふゆき 男 京都大学大学院生命科学研究科教授 基礎医学

8年 石川　義孝 いしかわ　よしたか 男 帝京大学経済学部教授 地域研究

8年 石坂　香子 いしざか　きょうこ 女
東京大学大学院工学系研究科附属量子
相エレクトロニクス研究センター教授

物理学

8年 石島　秋彦 いしじま　あきひこ 男 大阪大学生命機能研究科教授 基礎生物学

8年 石田　淳 いしだ　あつし 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 政治学

8年 石田　京子 いしだ　きょうこ 女 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学

5年 石田　晋 いしだ　すすむ 男
北海道大学大学院医学研究院眼科学教
室教授

臨床医学

5年 石田　亨 いしだ　とおる 男 早稲田大学理工学術院教授 情報学

5年 石田　勇治 いしだ　ゆうじ 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究 史学

8年 石谷　治 いしたに　おさむ 男 東京工業大学理学院化学系教授 化学

5年 石野　史敏 いしの　ふみとし 男
東京医科歯科大学難治疾患研究所エピ
ジェネティクス分野教授・研究所長

基礎生物学 基礎医学
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8年 石原　一彰 いしはら　かずあき 男 名古屋大学大学院工学研究科教授 化学 環境学

8年 石原　一彦 いしはら　かずひこ 男 東京大学大学院工学系研究科教授 材料工学

5年 石丸　直澄 いしまる　なおずみ 男 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 歯学

8年 石渡　明 いしわたり　あきら 男 原子力規制委員会委員 地球惑星科学

5年 出原　賢治 いずはら　けんじ 男
佐賀大学医学部分子生命科学講座分子
医化学分野教授

基礎医学 臨床医学

8年 井関　雅子 いせき　まさこ 女
順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリ
ニック講座教授・大学院医学研究科疼痛
制御学教授

臨床医学

8年 磯谷　明徳 いそがい　あきのり 男
九州大学大学院経済学研究院経済工学
部門教授

経済学

5年 磯崎　典世 いそざき　のりよ 女 学習院大学法学部政治学科教授 政治学 地域研究

8年 五十田　博 いそだ　ひろし 男 京都大学生存圏研究所教授 農学

5年 磯部　寛之 いそべ　ひろゆき 男 東京大学大学院理学系研究科教授 化学

8年 磯部　光章 いそべ　みつあき 男
日本心臓血圧振興会附属榊原記念病院
院長

臨床医学

8年 伊田　久美子 いだ　くみこ 女 大阪府立大学客員研究員・名誉教授 社会学 言語・文学

8年 井田　正道 いだ　まさみち 男 明治大学政治経済学部専任教授 政治学

8年 井田　仁康 いだ　よしやす 男 筑波大学人間系教授 地域研究 地球惑星科学

8年 板垣　奈穂 いたがき　なほ 女
九州大学大学院システム情報科学研究院
教授

電気電子工学

5年 板倉　明子 いたくら　あきこ 女
国立研究開発法人物質・材料研究機構表
界面物理計測グループグループリーダー

物理学 材料工学

5年 市川　温子 いちかわ　あつこ 女 京都大学大学院理学研究科准教授 物理学

5年 一條　秀憲 いちじょう　ひでのり 男 東京大学大学院薬学系研究科教授 薬学

8年 一ノ瀬　正樹 いちのせ　まさき 男 東京大学名誉教授/武蔵野大学教授 哲学

8年 一見　真理子 いちみ　まりこ 女
国立教育政策研究所 国際・研究協力部/
幼児教育研究センター総括研究官

心理学・教育学 地域研究

5年 市村　英彦 いちむら　ひでひこ 男
アリゾナ大学経済学部教授・東京大学大
学院経済学研究科教授

経済学

5年 伊東　明 いとう　あきら 男 大阪市立大学大学院理学研究科教授 統合生物学

5年 井藤　彰 いとう　あきら 男 名古屋大学大学院工学研究科教授 化学 統合生物学

5年 伊藤　恵理 いとう　えり 女
東京大学大学院工学系研究科 准教授・
海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研
究所 主幹研究員

総合工学 環境学

5年 伊藤　香織 いとう　かおり 女 東京理科大学理工学部建築学科教授 地球惑星科学 土木工学・建築学

8年 伊藤　公雄 いとう　きみお 男 京都産業大学客員教授 社会学

8年 伊藤　公孝 いとう　きみたか 男 中部大学特任教授 物理学 総合工学
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5年 伊藤　公久 いとう　きみひさ 男
早稲田大学基幹理工学部応用数理学科
教授

材料工学

5年 伊藤　邦武 いとう　くにたけ 男 龍谷大学文学部教授 哲学

5年 伊藤　耕三 いとう　こうぞう 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科
教授

化学 材料工学

8年 伊東　忍 いとう　しのぶ 男
大阪大学大学院工学研究科応用化学専
攻教授

化学

5年 伊藤　たかね いとう　たかね 女 東京大学大学院総合文化研究科教授 言語・文学

8年 伊藤　貴之 いとう　たかゆき 男
お茶の水女子大学大学院人間文化創成
科学研究科教授

総合工学

5年 伊藤　博明 いとう　ひろあき 男 専修大学文学部教授 哲学 史学

8年 伊藤　宏幸 いとう　ひろゆき 男
ダイキン工業株式会社テクノロジーイノ
ベーションセンターリサーチコーディネー
ター

機械工学 総合工学

5年 伊藤　美千穂 いとう　みちほ 女 京都大学大学院薬学研究科准教授 薬学 農学

8年 伊藤　泰信 いとう　やすのぶ 男
北陸先端科学技術大学院大学知識科学
系准教授

地域研究 臨床医学

8年 稲垣　恭子 いながき　きょうこ 女 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 稲垣　賢二 いながき　けんじ 男 岡山大学大学院環境生命科学科教授 食料科学 農学

8年 稲垣　成哲 いながき　しげのり 男
神戸大学大学院人間発達環境学研究科
教授

心理学・教育学

5年 稲垣　暢也 いながき　のぶや 男
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分
泌・栄養内科学教授

臨床医学

8年 稲葉　俊哉 いなば　としや 男 広島大学原爆放射線医科学研究所教授 基礎医学 臨床医学

8年 稲葉　靖子 いなば　やすこ 女 宮崎大学准教授 農学 基礎生物学

8年 稲見　昌彦 いなみ　まさひこ 男 東京大学先端科学技術研究センター教授 情報学 総合工学

5年 乾　健太郎 いぬい　けんたろう 男 東北大学大学院情報科学研究科教授 情報学

5年 犬竹　正明 いぬたけ　まさあき 男
東北大学名誉教授、一般財団法人高度情
報科学技術研究機構研究嘱託

総合工学 物理学

5年 犬伏　和之 いぬぶし　かずゆき 男 千葉大学園芸学研究科教授 農学 食料科学

8年 井上　純一郎 いのうえ　じゅんいちろう 男 東京大学特命教授 基礎医学 薬学

5年 井上　純哉 いのうえ　じゅんや 男
東京大学先端科学技術研究センター准教
授

材料工学

5年 井上　豪 いのうえ　つよし 男 大阪大学工学研究科応用化学専攻教授 化学 薬学

5年 井上　智子 いのうえ　ともこ 女 国立研究開発法人国立看護大学校長 健康・生活科学

8年 井上　真 いのうえ　まこと 男 早稲田大学人間科学学術院教授 環境学 地域研究

5年 井上　真奈美 いのうえ　まなみ 女
国立研究開発法人国立がん研究センター
社会と健康研究センター予防研究部・部長

健康・生活科学
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5年 井上　真理子 いのうえ　まりこ 女
国立研究開発法人森林研究・整備機構森
林総合研究所多摩森林科学教育的資源
研究グループ園主任研究員

農学

8年 井上　美智子 いのうえ　みちこ 女
奈良先端科学技術大学院大学先端科学
技術研究科情報科学領域教授

情報学

5年 井上　優介 いのうえ　ゆうすけ 男 北里大学医学部教授 臨床医学

5年 猪木　武徳 いのき　たけのり 男 大阪大学名誉教授 経済学

8年 位野木　万里 いのき　まり 女
工学院大学情報学部コンピュータ科学科
教授

情報学

5年 猪口　貞樹 いのくち　さだき 男
社会医療法人ジャパンメディカルアライア
ンス海老名総合病院病院長補佐（救急担
当）

臨床医学

5年 井野瀬　久美惠 いのせ　くみえ 女 甲南大学文学部教授 史学

8年 射場　厚 いば　こう 男 九州大学主幹教授 基礎生物学 農学

8年 荊木　康臣 いばらき　やすおみ 男 山口大学大学院創成科学研究科教授 農学 食料科学

5年 今井　桂子 いまい　けいこ 女 中央大学理工学部情報工学科教授 情報学 数理科学

5年 今井　浩 いまい　ひろし 男 東京大学情報理工学系研究科教授 情報学

8年 今井　康雄 いまい　やすお 男 日本女子大学人間社会学部教授 心理学・教育学

8年 今井　由美子 いまい　ゆみこ 女
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所プロジェクトリーダー

基礎医学

5年 今泉　祐治 いまいずみ　ゆうじ 男 名古屋市立大学理事・副学長・教授 薬学 基礎医学

8年 今田　晋亮 いまだ　しんすけ 男
名古屋大学宇宙地球環境研究所総合解
析研究部講師

物理学 地球惑星科学

8年 今田　高俊 いまだ　たかとし 男
東京工業大学名誉教授/大学共同利用機
関法人情報・システム研究機構統計数理
研究所データ科学研究系客員教授

社会学

8年 今中　雄一 いまなか　ゆういち 男
京都大学大学院医学研究科社会健康医
学系専攻医療経済学分野

健康・生活科学

8年 今西　典子 いまにし　のりこ 女 東京大学名誉教授 言語・文学

5年 今水　寛 いまみず　ひろし 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 心理学・教育学 統合生物学

8年 今村　文彦 いまむら　ふみひこ 男 東北大学災害科学国際研究所所長・教授 土木工学・建築学

8年 井村　順一 いむら　じゅんいち 男 東京工業大学教授 電気電子工学

8年 入江　徹美 いりえ　てつみ 男 熊本大学大学院生命科学研究部教授 薬学

8年 入江　直樹 いりえ　なおき 男
東京大学大学院理学系研究科生物科学
専攻准教授

統合生物学 基礎生物学

8年 入來　篤史 いりき　あつし 男
国立研究開発法人理化学研究所生命機
能科学研究センターチームリーダー

基礎医学 統合生物学

8年 岩井　一宏 いわい　かずひろ 男
京都大学大学院医学研究科研究科長・教
授

基礎医学 基礎生物学

8年 石上　泰州 いわがみ　やすくに 男
平成国際大学法学部法学科教授・法学部
長

政治学
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8年 岩城　智香子 いわき　ちかこ 女
東芝エネルギーシステムズ株式会社エネ
ルギーシステム技術開発センターシニア
フェロー

機械工学 総合工学

8年 巌佐　庸 いわさ　よう 男 関西学院大学理工学部教授 統合生物学

8年 岩﨑　一郎 いわさき　いちろう 男 一橋大学経済研究所教授 経済学

8年 岩崎　晋也 いわさき　しんや 男 法政大学現代福祉学部教授 社会学

5年 岩﨑　英哉 いわさき　ひでや 男
電気通信大学大学院情報理工学研究科
教授

情報学

5年 岩崎　博史 いわさき　ひろし 男 東京工業大学科学技術創成研究院教授 基礎生物学 統合生物学

8年 岩崎　誠 いわさき　まこと 男
名古屋工業大学大学院工学研究科電気・
機械工学専攻教授

電気電子工学

5年 岩崎　渉 いわさき　わたる 男 東京大学准教授 統合生物学 情報学

8年 岩澤　美帆 いわさわ　みほ 女
国立社会保障・人口問題研究所人口動向
研究部長

社会学

5年 岩澤　康裕 いわさわ　やすひろ 男
電気通信大学燃料電池イノベーション研
究センター長・特任教授

化学

5年 岩澤　雄司 いわさわ　ゆうじ 男 東京大学法学部教授 法学

5年 岩瀬　峰代 いわせ　みねよ 女
島根大学教育・学生支援機構大学教育セ
ンター准教授

心理学・教育学 基礎生物学

8年 岩田　隆紀 いわた　たかのり 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科歯周病学分野教授

歯学

5年 岩田　誠 いわた　まこと 男 高知工科大学教授 情報学

8年 岩谷　十郎 いわたに　じゅうろう 男 慶應義塾大学法学部長 法学

8年 岩附　信行 いわつき　のぶゆき 男 東京工業大学工学院教授 機械工学

5年 岩永　理恵 いわなが　りえ 女
日本女子大学人間社会学部社会福祉学
科准教授

社会学

5年 岩渕　明 いわぶち　あきら 男 岩手大学学長 機械工学

8年 岩間　暁子 いわま　あきこ 女 立教大学社会学部教授 社会学

5年 岩村　誠 いわむら　まこと 男
日本電信電話株式会社主任研究員（特別
研究員）

情報学

8年 岩本　勉 いわもと　つとむ 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科小児歯科学・障害者歯科学分野教授

歯学

5年 岩本　康志 いわもと　やすし 男 東京大学経済学研究科教授 経済学

5年 位田　晴久 いんでん　はるひさ 男 宮崎大学名誉教授 農学 環境学

5年 印東 道子 いんとう　みちこ 女 国立民族学博物館名誉教授 統合生物学

5年 上坂　充 うえさか　みつる 男 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学 物理学

8年 植杉　威一郎 うえすぎ　いいちろう 男 一橋大学経済研究所教授 経済学

5年 上杉　富之 うえすぎ　とみゆき 男
成城大学文芸学部、大学院文学研究科教
授・グローカル研究センター長

地域研究
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5年 上田　貴子 うえだ　あつこ 女 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学

5年 上田　一郎 うえだ　いちろう 男 北海道大学名誉教授 農学

5年 上田　和紀 うえだ　かずのり 男 早稲田大学理工学術院教授 情報学

5年 上田　佳代 うえだ　かよ 女
京都大学大学院工学研究科都市環境工
学専攻環境衛生学講座准教授

環境学

5年 植田　憲一 うえだ　けんいち 男 電気通信大学特任教授 物理学 総合工学

5年 上田　貴志 うえだ　たかし 男 基礎生物学研究所細胞生物学領域教授 基礎生物学

8年 上田　修功 うえだ　なおのり 男
日本電信電話株式会社NTTコミュニケー
ション科学基礎研究所　上田特別研究室
長（NTTフェロー）

情報学 数理科学

8年 上田　泰己 うえだ　ひろき 男 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

5年 植田　富貴子 うえだ　ふきこ 女 日本獣医生命科学大学獣医学部教授 食料科学

8年 上田　昌宏 うえだ　まさひろ 男 大阪大学大学院生命機能研究科教授 基礎生物学

8年 上野　佳奈子 うえの　かなこ 女 明治大学理工学部建築学科専任教授 総合工学 土木工学・建築学

8年 上野　千鶴子 うえの　ちづこ 女 東京大学名誉教授 社会学

8年 上野　直人 うえの　なおと 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構基礎生物学研究所教授

基礎生物学

5年 上野　恭裕 うえの　やすひろ 男 関西大学社会学部教授 経営学

8年 上野　義之 うえの　よしゆき 男
山形大学医学部医学部長・大学院医学系
研究科研究科長

臨床医学

5年 上原　麻有子 うえはら　まゆこ 女
京都大学文学部・文学研究科日本哲学史
専修教授

哲学

5年 植松　光夫 うえまつ　みつお 男 東京大学大気海洋研究所名誉教授 地球惑星科学 環境学

5年 上村　想太郎 うえむら　そうたろう 男 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学

5年 宇尾  基弘 うお　もとひろ 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授

歯学 材料工学

8年 魚住　明代 うおずみ　あきよ 女 城西国際大学教授 社会学

5年 宇川　彰 うかわ　あきら 男
日本学術振興会世界トップレベル拠点形
成推進センターセンター長、世界トップレ
ベル研究拠点プログラムディレクター

物理学

5年 浮穴　和義 うけな　かずよし 男 広島大学大学院総合科学研究科教授 基礎生物学

8年 宇佐美　誠 うさみ　まこと 男 京都大学大学院地球環境学堂教授 法学

5年 潮　秀樹 うしお　ひでき 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

食料科学

5年 後　房雄 うしろ　ふさお 男 名古屋大学大学院法学研究科教授 政治学

5年 臼井　恵美子 うすい　えみこ 女 一橋大学経済研究所教授 経済学

8年 臼杵　勲 うすき　いさお 男 札幌学院大学人文学部人間科学科教授 史学
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8年 宇高　恵子 うだか　けいこ 女 高知大学医学部教授 基礎医学

5年 内田　啓子 うちだ　けいこ 女
東京女子医科大学保健管理センター長・
教授

臨床医学

5年 内田　さやか うちだ　さやか 女
東京大学大学院総合文化研究科広域科
学専攻准教授

化学

5年 内田　誠一 うちだ　せいいち 男
九州大学大学院システム情報科学研究院
教授

情報学

5年 内田　伸子 うちだ　のぶこ 女
十文字学園女子大学特任教授、十文字学
園理事

心理学・教育学

8年 内田　浩史 うちだ　ひろふみ 男 神戸大学大学院経営学研究科教授 経済学 経営学

8年 内富　庸介 うちとみ　ようすけ 男
国立研究開発法人国立がん研究センター
中央病院支持療法開発部門部門長

臨床医学 心理学・教育学

8年 内山　幸子 うちやま　さちこ 女
東海大学国際文化学部デザイン文化学科
准教授

史学

5年 内山　聖 うちやま　まこと 男
新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院
長

臨床医学

5年 内山　真伸 うちやま　まさのぶ 男 東京大学大学院薬学系研究科教授 薬学

5年 内山　融 うちやま　ゆう 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 政治学

8年 宇南山　卓 うなやま　たかし 男 一橋大学経済研究所教授 経済学

5年 畝本　恭子 うねもと　きょうこ 女
日本医科大学多摩永山病院救命救急セ
ンター長

臨床医学

5年 宇野　重規 うの　しげき 男 東京大学社会科学研究所教授 政治学

5年 梅田　幹雄 うめだ　みきお 男
京都大学名誉教授、ヤンマーアグリ株式
会社開発統括部顧問

農学

8年 梅津　千恵子 うめつ　ちえこ 女
京都大学大学院農学研究科生物資源経
済学専攻教授

農学 環境学

8年 梅津　理恵 うめつ　りえ 女 東北大学金属材料研究所教授 材料工学 物理学

8年 浦野　健 うらの　たけし 男 島根大学医学部医学科教授 基礎医学 基礎生物学

5年 瓜生原　葉子 うりゅうはら　ようこ 女 同志社大学商学部准教授 経営学

8年 漆谷　重雄 うるしだに　しげお 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立情報学研究所副所長・教授

情報学

5年 栄長　泰明 えいなが　やすあき 男 慶應義塾大学理工学部教授 化学

5年 江頭　大蔵 えがしら　だいぞう 男 広島大学大学院社会科学研究科教授 社会学

8年 江島　晶子 えじま　あきこ 女 明治大学法学部教授 法学

5年 枝重　圭祐 えだしげ　けいすけ 男 高知大学農林海洋科学部教授 食料科学

8年 惠谷　浩子 えだに　ひろこ 女
独立行政法人国立文化財機構奈良文化
財研究所文化遺産部研究員

環境学 史学

5年 枝廣　淳子 えだひろ　じゅんこ 女 東京都市大学環境学部教授 環境学

5年 江面　浩 えづら　ひろし 男
筑波大学生命環境系教授・つくば機能植
物イノベーション研究センター長

農学 統合生物学

5年 榎　学 えのき　まなぶ 男 東京大学大学院教授 材料工学
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8年 江村　克己 えむら　かつみ 男 日本電気株式会社ＮＥＣフェロー 電気電子工学 情報学

8年 江守　正多 えもり　せいた 男
国立研究開発法人国立環境研究所地球
環境研究センター副研究センター長

環境学

8年 遠藤　薫 えんどう　かおる 女 学習院大学法学部政治学科教授 社会学

8年 遠藤　勝義 えんどう　かつよし 男
大阪大学大学院工学研究科附属超精密
科学研究センター教授

機械工学

5年 遠藤　啓吾 えんどう　けいご 男 京都医療科学大学学長 臨床医学

5年 遠藤　斗志也 えんどう　としや 男 京都産業大学総合生命科学部教授 基礎生物学

8年 遠藤　貢 えんどう　みつぎ 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 政治学 地域研究

5年 遠藤　求 えんどう　もとむ 男
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイ
エンス研究領域教授

基礎生物学

5年 遠藤　良輔 えんどう　りょうすけ 男
大阪府立大学大学院生命環境科学研究
科講師

農学 環境学

8年 大石　亜希子 おおいし　あきこ 女 千葉大学大学院社会科学研究院教授 経済学

8年 大石　桂一 おおいし　けいいち 男 九州大学大学院経済学研究院教授 経営学

8年 大内　尉義 おおうち　やすよし 男
国家公務員共済組合連合会虎の門病院
虎の門病院顧問/東京大学名誉教授

臨床医学

8年 大岡　龍三 おおおか　りょうぞう 男 東京大学生産技術研究所教授 土木工学・建築学

8年 大木　研一 おおき　けんいち 男 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

8年 大串　和雄 おおぐし　かずお 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学 地域研究

5年 大久保　修平 おおくぼ　しゅうへい 男 ― (現職なし) 地球惑星科学

8年 大久保　徹也 おおくぼ　てつや 男 徳島文理大学文学部教授 史学

5年 大久保　仁 おおくぼ　ひとし 男 愛知工業大学工学部電気学科教授 電気電子工学

8年 大久保　泰邦 おおくぼ　やすくに 男
一般財団法人宇宙システム開発利用推進
機構技術参与

地球惑星科学 総合工学

8年 大黒　俊哉 おおくろ　としや 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

環境学 農学

5年 大河内　美奈 おおこうち　みな 女 東京工業大学物質理工学院教授 化学 統合生物学

8年 大河内　美紀 おおこうち　みのり 女 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学

5年 大越　和加 おおこし　わか 女 東北大学大学院農学研究科教授 食料科学 農学

8年 大崎　博之 おおさき　ひろゆき 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科
長・教授

電気電子工学

8年 大沢　真理 おおさわ　まり 女 東京大学名誉教授 経済学 社会学

8年 大路　樹生 おおじ　たつお 男 名古屋大学博物館教授 統合生物学 地球惑星科学

5年 大柴　小枝子 おおしば　さえこ 女
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究
科教授

電気電子工学 情報学

5年 大芝　芳弘 おおしば　よしひろ 男 首都大学東京人文科学研究科教授 言語・文学
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8年 大芝　亮 おおしば　りょう 男
広島市立大学広島平和研究所長・特任教
授

政治学

8年 大杉　立 おおすぎ　りゅう 男 八ヶ岳中央農業実践大学校副校長 農学 食料科学

8年 大隅　典子 おおすみ　のりこ 女 東北大学副学長 基礎医学

8年 太田　茂 おおた 　しげる 男 和歌山県立医科大学教授 薬学

5年 太田　喜久子 おおた　きくこ 女
日本赤十字看護大学さいたま看護学部設
置準備室特任教授

健康・生活科学

8年 太田　康広 おおた　やすひろ 男
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教
授

経営学 経済学

5年 大竹　尚登 おおたけ　なおと 男
東京工業大学工学院教授・副学長（研究
企画担当）

機械工学 材料工学

8年 大谷　栄治 おおたに　えいじ 男 東北大学学術研究員・名誉教授 地球惑星科学

8年 大谷　信介 おおたに　しんすけ 男 関西学院大学社会学部教授 社会学

8年 大谷　美沙都 おおたに　みさと 女
東京大学大学院新領域創成科学研究科
准教授

基礎生物学

8年 大段　秀樹 おおだん　ひでき 男
広島大学副学長・広島大学院医系科学研
究科長

臨床医学

8年 大津　由紀雄 おおつ　ゆきお 男 関西大学外国語学部客員教授 言語・文学 心理学・教育学

5年 大塚　啓二郎 おおつか　けいじろう 男 ― (現職なし) 経済学

5年 大塚　孝治 おおつか　たかはる 男
理化学研究所仁科加速器科学研究セン
ター客員主管研究員

物理学

8年 大坪　庸介 おおつぼ　ようすけ 男 神戸大学大学院人文学研究科教授 心理学・教育学

5年 大手　信人 おおて　のぶひと 男 京都大学大学院情報学研究科教授 環境学 農学

5年 大出　真知子 おおで　まちこ 女
国立研究開発法人物質・材料研究機構主
任研究員

材料工学

5年 大藤　剛宏 おおとう　たかひろ 男
岡山大学病院臓器移植医療センター長・
教授

臨床医学

5年 大友　一雄 おおとも　かずお 男
人間文化研究機構国文学研究資料館研
究部教授

史学

8年 大友　邦 おおとも　くに 男 国際医療福祉大学学長 臨床医学

5年 大西　隆 おおにし　たかし 男
豊橋技術科学大学学長、東京大学名誉教
授

土木工学・建築学

5年 大西　裕 おおにし　ゆたか 男 神戸大学大学院法学研究科教授 政治学

8年 大沼　あゆみ おおぬま　あゆみ 男 慶應義塾大学経済学部教授 環境学 経済学

8年 大野　恵美 おおの　えみ 女
株式会社IHI 資源・エネルギー・環境事業
領域 ボイラSBU 技術センター基本設計部
技術グループ担当部長

機械工学

5年 大野　京子 おおの　きょうこ 女
東京医科歯科大学医歯学総合研究科眼
科学分野教授

臨床医学

8年 大野　英男 おおの　ひでお 男 東北大学総長 総合工学 電気電子工学

8年 大野　宗一 おおの　むねかず 男 北海道大学大学院工学研究院教授 材料工学
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5年 大場　雄介 おおば　ゆうすけ 男 北海道大学大学院医学研究院教授 基礎医学 基礎生物学

8年 大橋　幸泰 おおはし　ゆきひろ 男 早稲田大学教育･総合科学学術院教授 史学

8年 大林　茂 おおばやし　しげる 男 東北大学流体科学研究所教授 機械工学 総合工学

8年 大原　美保 おおはら　みほ 女
国立研究開発法人土木研究所 水災害・リ
スクマネジメント国際センター主任研究員

土木工学・建築学

8年 大平　英樹 おおひら　ひでき 男 名古屋大学大学院情報学研究科教授 心理学・教育学

5年 大堀　淳 おおほり　あつし 男 東北大学電気通信研究所教授 情報学

5年 大政　謙次 おおまさ　けんじ 男
高崎健康福祉大学農学部長・教授、東京
大学名誉教授

農学 環境学

8年 大宮　勘一郎 おおみや　かんいちろう 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 言語・文学

8年 大桃　敏行 おおもも　としゆき 男
学習院女子大学国際文化交流学部国際
コミュニケーション学科教授

心理学・教育学

5年 大森　裕浩 おおもり　やすひろ 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 大矢根　綾子 おおやね　あやこ 女
産業技術総合研究所ナノ材料研究部門上
級主任研究員

材料工学

5年 大和　三重 おおわ　みえ 女
関西学院大学人間福祉学部社会福祉学
科教授

社会学

5年 大和田　秀二 おおわだ　しゅうじ 男
早稲田大学理工学術院教授（創造理工学
部環境資源工学科）

総合工学

5年 岡　眞 おか　まこと 男
日本原子力開発機構原子力科学研究部
門 先端基礎研究センター長

物理学

5年 岡崎　健 おかざき　けん 男
東京工業大学科学技術創成研究院　グ
ローバル水素エネルギー研究ユニット特
命教授

機械工学 総合工学

8年 岡沢　秀彦 おかざわ　ひでひこ 男
福井大学高エネルギー医学研究センター
教授

臨床医学

5年 小笠原　康悦 おがさわら　こうえつ 男 東北大学加齢医学研究所教授 歯学 基礎医学

8年 岡田　潔 おかだ　きよし 男
大阪大学大学院医学系研究科産学連携・
クロスイノベーションイニシアティブ特任准
教授

臨床医学

8年 緒方　桂子 おがた　けいこ 女 南山大学法学部教授 法学

8年 緒方　賢一 おがた　けんいち 男
高知大学教育研究部人文社会科学系教
授

法学

5年 岡田　正則 おかだ　まさのり 男 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学

8年 岡田　眞里子 おかだ　まりこ 女 大阪大学蛋白質研究所教授 基礎医学 基礎生物学

5年 岡田　有策 おかだ　ゆうさく 男 慶應義塾大学理工学部教授 総合工学

8年 岡田　由紀 おかだ　ゆき 女 東京大学定量生命科学研究所教授 基礎生物学

8年 岡野　栄之 おかの　ひでゆき 男
慶應義塾大学医学部教授・医学研究科委
員長

基礎医学

8年 岡ノ谷　一夫 おかのや　かずお 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 統合生物学 心理学・教育学

5年 岡橋　秀典 おかはし　ひでのり 男 奈良大学文学部教授 地域研究



任期
満了
年

氏　名 ふりがな
性
別

所属・職名 専門分野

8年 岡部　聡 おかべ　さとし 男
北海道大学大学院工学研究院環境創生
工学部門教授

環境学 土木工学・建築学

8年 岡部　繁男 おかべ　しげお 男 東京大学教授 基礎医学

5年 岡部　徹 おかべ　とおる 男 東京大学生産技術研究所教授 材料工学 環境学

8年 岡部　寿男 おかべ　やすお 男 京都大学学術情報メディアセンター教授 情報学

8年 岡村　康司 おかむら　やすし 男 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学 基礎生物学

8年 岡村　好子 おかむら　よしこ 女
広島大学大学院統合生命科学研究科教
授

統合生物学

8年 岡本　哲治 おかもと　てつじ 男 東亜大学医療学部長・教授 歯学 基礎医学

8年 岡本　智周 おかもと　ともちか 男 早稲田大学文学学術院教授 心理学・教育学 社会学

8年 岡本　久 おかもと　ひさし 男 学習院大学理学部教授 数理科学

8年 岡本　仁 おかもと　ひとし 男
国立研究開発法人理化学研究所脳神経
科学研究センターチームリーダー

基礎医学

8年 小川　智 おがわ　さとし 男 国立大学法人岩手大学・学長 化学

5年 小川　直宏 おがわ　なおひろ 男 東京大学大学院経済学研究科特任教授 経済学

8年 小川　宣子 おがわ　のりこ 女 中部大学応用生物学部教授 健康・生活科学

8年 小川　光 おがわ　ひかる 男
東京大学大学院経済学研究科・公共政策
大学院教授

経済学

5年 小川　容子 おがわ　ようこ 女 岡山大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

8年 隠岐　さや香 おき　さやか 女 名古屋大学大学院経済学研究科 史学

5年 荻田　太 おぎた　ふとし 男
鹿屋体育大学体育学部スポーツ生命科学
系教授

健康・生活科学

5年 興地  隆史 おきぢ　たかし 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授

歯学

8年 翁　百合 おきな　ゆり 女 株式会社日本総合研究所理事長 経済学

8年 沖野　郷子 おきの　きょうこ 女 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学

5年 奥　直人 おく　なおと 男 帝京大学薬学部特任教授 薬学

5年 奥島　里美 おくしま　りみ 女
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構九州沖縄農業センター園芸研
究領域再雇用職員

農学

5年 奥田　太郎 おくだ　たろう 男
南山大学社会倫理研究所第一種研究所
員、人文学部人類文化学科教授

哲学

8年 奥田　真弘 おくだ　まさひろ 男 大阪大学医学部附属病院教授・薬剤部長 薬学

5年 小口　高 おぐち　たかし 男
東京大学・空間情報科学研究センター教
授

地球惑星科学 地域研究

5年 奥林　康司 おくばやし　こうじ 男
神戸大学名誉教授、大阪国際大学名誉教
授

経営学

5年 奥部　真樹 おくべ　まき 女 東北大学金属材料研究所准教授 化学

8年 小熊　久美子 おぐま　くみこ 女 東京大学大学院工学系研究科准教授 環境学
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8年 小熊　祐子 おぐま　ゆうこ 女
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・
大学院健康マネジメント研究科准教授

健康・生活科学

8年 奥村　晃史 おくむら　こうじ 男
広島大学大学院人間社会科学研究科教
授

地球惑星科学

5年 奥村　幸子 おくむら　さちこ 女 日本女子大学理学部数物科学科教授 物理学

8年 奥村　隆 おくむら　たかし 男 関西学院大学社会学部教授 社会学

8年 奥村　弘 おくむら　ひろし 男 神戸大学大学院人文学研究科長 史学

8年 小倉　紀蔵 おぐら　きぞう 男 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 哲学

5年 小椋　祐一郎 おぐら　ゆういちろう 男
名古屋市立大学大学院医学研究科教授
（視覚科学）

臨床医学

5年 小黒　康正 おぐろ　やすまさ 男 九州大学大学院人文科学研究院教授 言語・文学

8年 長　志珠絵 おさ　しずえ 女 神戸大学大学院国際文化学研究科教授 史学

5年 苧阪　直行 おさか　なおゆき 男 京都大学名誉教授 心理学・教育学

5年 苧阪　満里子 おさか　まりこ 女
大阪大学名誉教授・大阪大学脳情報通信
融合研究センター主任研究員・大阪大学
先導的学際研究機構招聘教授

心理学・教育学

8年 尾﨑　一郎 おざき　いちろう 男 北海道大学大学院法学研究科教授 法学

5年 尾﨑　博 おざき　ひろし 男 岡山理科大学獣医学部教授 食料科学

8年 小佐野　重利 おさの　しげとし 男
東京大学相談支援研究開発センター特任
教授

史学

5年 小澤　壯行 おざわ　たけゆき 男
日本獣医生命科学大学応用生命科学部
教授

食料科学

5年 尾嶋　正治 おしま　まさはる 男
東京大学大学院工学系研究科特任研究
員（名誉教授）

化学

8年 小田切　徳美 おだぎり　とくみ 男 明治大学農学部教授 農学

8年 小田中　直樹 おだなか　なおき 男 東北大学大学院経済学研究科教授 史学

5年 小田部　胤久 おたべ　たねひさ 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学

8年 落合　恵美子 おちあい　えみこ 女 京都大学大学院文学研究科教授 社会学

8年 小津　稚加子 おづ　ちかこ 女 九州大学大学院経済学研究院准教授 経営学

8年 小野　恭子 おの　きょうこ 女
国立研究開発法人産業技術総合研究所
安全科学研究部門主任研究員

環境学 総合工学

5年 小野　潔 おの　きよし 男 早稲田大学理工学術院教授 土木工学・建築学

5年 小野　悠 おの　はるか 女
豊橋技術科学大学大学院工学研究科講
師

土木工学・建築学

8年 小野　正人 おの　まさと 男 玉川大学学術研究所所長 農学 基礎生物学

8年 尾上　孝雄 おのえ　たかお 男 大阪大学理事・副学長 情報学

8年 小野塚　知二 おのづか　ともじ 男
東京大学アジア研究図書館長、経済学研
究科教授

史学 経済学
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5年 小野寺　秀俊 おのでら　ひでとし 男 京都大学大学院情報学研究科教授 電気電子工学 情報学

5年 尾野村　治 おのむら　おさむ 男
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教
授

薬学

5年 小幡　純子 おばた　じゅんこ 女 上智大学大学院法学研究科教授 法学

8年 小幡　裕一 おばた　ゆういち 男
国立研究開発法人理化学研究所バイオリ
ソース研究センター特別顧問

基礎生物学

5年 大日方　純夫 おびなた　すみお 男 早稲田大学文学学術院教授 史学

8年 恩藏　直人 おんぞう　なおと 男 早稲田大学常任理事・教授 経営学

8年 甲斐　知惠子 かい　ちえこ 女
東京大学生産技術研究所特任教授・名誉
教授

基礎医学 食料科学

8年 海妻　径子 かいづま　けいこ 女 岩手大学人文社会科学部教授 社会学 史学

5年 香美　祥二 かがみ　しょうじ 男 徳島大学病院病院長、医学部小児科教授 臨床医学 基礎医学

5年 加賀美　常美代 かがみ　とみよ 女
目白大学人間学部心理カウンセリング学
科教授

心理学・教育学

8年 鏡味　麻衣子 かがみ　まいこ 女
横浜国立大学大学院環境情報研究院教
授

統合生物学

8年 香川　知晶 かがわ　ちあき 男 山梨大学名誉教授 哲学

8年 垣内　景子 かきうち　けいこ 女 早稲田大学文学学術院教授 哲学

5年 垣塚　彰 かきづか　あきら 男 京都大学大学院生命科学研究科教授 基礎医学 基礎生物学

8年 掛川　武 かけがわ　たかし 男 東北大学大学院理学研究科教授 地球惑星科学 環境学

5年 掛地　吉弘 かけじ　よしひろ 男
神戸大学大学院医学研究科外科学講座
食道胃腸外科学分野教授

臨床医学

5年 掛下　知行 かけした　ともゆき 男 福井工業大学学長 材料工学

8年 影山　龍一郎 かげやま　りょういちろう 男 京都大学教授 基礎医学

8年 笠井　修 かさい　おさむ 男 中央大学大学院法務研究科教授 法学

5年 笠井　清登 かさい　きよと 男
東京大学大学院医学系研究科精神医学
分野教授

臨床医学

5年 河西　春郎 かさい　はるお 男 東京大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

5年 笠井　久会 かさい　ひさえ 女
北海道大学大学院水産科学研究院准教
授

食料科学

5年 笠原　博徳 かさはら　ひろのり 男
早稲田大学理工学術院基幹理工学部情
報理工学科教授

情報学

5年 風間　基樹 かざま　もとき 男 東北大学教授 土木工学・建築学

5年 梶　茂樹 かじ　しげき 男 京都産業大学教授 言語・文学 地域研究

5年 梶島　岳夫 かじしま　たけお 男
大阪大学大学院工学研究科機械工学専
攻教授

機械工学

8年 柏野　牧夫 かしの　まきお 男
日本電信電話株式会社コミュニケーション
科学基礎研究所NTTフェロー・柏野多様脳
特別研究室長

心理学・教育学 情報学
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5年 柏原　直樹 かしはら　なおき 男
川崎医科大学腎臓・高血圧内科学主任教
授、川崎医科大学副学長

臨床医学

5年 梶原　三恵子 かじはら　みえこ 女
東京大学大学院人文社会系研究科准教
授

哲学 言語・文学

5年 柏木　孝夫 かしわぎ　たかお 男 東京工業大学特命教授・名誉教授 機械工学

5年 柏崎　直巳 かしわざき　なおみ 男 麻布獣医学園理事長 食料科学

5年 梶原　毅 かじわら　つよし 男
岡山大学大学院環境生命科学研究科教
授

数理科学

5年 春日　敏宏 かすが　としひろ 男 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 材料工学

8年 春日　文子 かすが　ふみこ 女
国立研究開発法人国立環境研究所特任
フェロー

環境学 健康・生活科学

5年 粕谷 英一 かすや　えいいち 男 九州大学大学院理学研究院准教授 統合生物学 基礎生物学

8年 粕谷　祐子 かすや　ゆうこ 女 慶應義塾大学法学部教授 政治学

8年 片岡　一則 かたおか　かずのり 男
公益財団法人川崎市産業振興財団副理
事長・ナノ医療イノベーションセンターセン
ター長

材料工学 化学

8年 片岡　圭子 かたおか　けいこ 女 愛媛大学農学研究科教授 農学

8年 片岡　幹雄 かたおか　みきお 男 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 基礎生物学

8年 片桐　豊雅 かたぎり　とよまさ 男
徳島大学先端酵素学研究所所長・教授・
徳島大学副理事

基礎医学

8年 片桐　由喜 かたぎり　ゆき 女 小樽商科大学教授 法学

8年 片田　範子 かただ　のりこ 女
関西医科大学看護学部看護学部長・看護
学研究科長

健康・生活科学

5年 片柳　真理 かたやなぎ　まり 女 広島大学大学院国際協力研究科教授 法学 政治学

8年 片山　勉 かたやま　つとむ 男 九州大学教授 基礎生物学

8年 片山　直也 かたやま　なおや 男 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 法学

8年 加藤　和人 かとう　かずと 男 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学 健康・生活科学

8年 加藤　一実 かとう　かずみ 女
国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事

材料工学

5年 加藤　晃一 かとう　こういち 男 自然科学研究機構分子科学研究所教授 基礎生物学 薬学

8年 加藤　ジェーン かとう　じぇーん 女 立命館大学情報理工学部教授 情報学

5年 加藤　志津子 かとう　しづこ 女 明治大学経営学部経営学科教授 経営学 地域研究

5年 加藤　淳子 かとう　じゅんこ 女 東京大学法学政治学研究科教授 政治学

5年 加藤　信介 かとう　しんすけ 男 工学院大学非常勤特任教授 土木工学・建築学

5年 加藤　隆宏 かとう　たかひろ 男
東京大学大学院人文社会系研究科准教
授

哲学

8年 加藤　忠史 かとう　ただふみ 男
順天堂大学医学部精神医学講座主任教
授

臨床医学
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5年 加藤　千尋 かとう　ちひろ 女 弘前大学農学生命科学部助教 農学

5年 加藤　総夫 かとう　ふさお 男 東京慈恵会医科大学医学部教授 基礎医学

8年 加藤　昌子 かとう　まさこ 女 北海道大学大学院理学研究院教授 化学

8年 加藤　美砂子 かとう　みさこ 女 お茶の水女子大学基幹研究院教授 基礎生物学

8年 加藤　泰史 かとう　やすし 男
椙山女学園大学国際コミュニケーション学
部教授

哲学

5年 加藤　由花 かとう　ゆか 女
東京女子大学現代教養学部数理科学科
教授

情報学

5年 門松　健治 かどまつ　けんじ 男 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

8年 角谷　快彦 かどや　よしひこ 男 広島大学大学院社会科学研究科教授 経済学

5年 香取　浩子 かとり　ひろこ 女 東京農工大学大学院工学研究院教授 物理学

5年 門脇　孝 かどわき　たかし 男

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生
活習慣病予防講座特任教授、帝京大学医
学部附属溝口病院病態栄養学講座常勤
客員教授

臨床医学

5年 金井　利之 かない　としゆき 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学 法学

8年 金井　正美 かない　まさみ 女
東京医科歯科大学 実験動物センター 教
授

基礎医学 食料科学

8年 金井　弥栄 かない   やえ 女 慶應義塾大学医学部病理学教室教授 基礎医学

8年 金山　直樹 かなやま　なおき 男 慶應義塾法科大学院名誉教授 法学

8年 蟹江　章 かにえ　あきら 男
青山学院大学大学院会計プロフェッション
研究科教授

経営学

5年 蟹江　憲史 かにえ　のりちか 男
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授

環境学 政治学

5年 金子　光一 かねこ　こういち 男 東洋大学社会学部教授 社会学

5年 金子　成彦 かねこ　しげひこ 男
早稲田大学理工学術院国際理工学セン
ター教授

機械工学

5年 金子　周一 かねこ　しゅういち 男
金沢大学医薬保健研究域医学系教授/医
薬保健学域長・研究域長

臨床医学

5年 金子　元久 かねこ　もとひさ 男 筑波大学特命教授 心理学・教育学

5年 金子　隆一 かねこ　りゅういち 男 明治大学政治経済学部特任教授 数理科学 社会学

5年 金田　千穂子 かねた　ちおこ 女
東北大学国際集積エレクトロニクス研究開
発センター教授

総合工学 材料工学

5年 金田　行雄 かねだ　ゆきお 男 名古屋大学特任教授 物理学 総合工学

5年 金本　良嗣 かねもと　よしつぐ 男 電力広域的運営推進機関理事長 経済学

5年 加納　信吾 かのう　しんご 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科メ
ディカル情報生命専攻バイオイノベーショ
ン政策分野准教授

基礎医学 総合工学

8年 我部　政明 がべ　まさあき 男 琉球大学名誉教授 政治学
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5年 鎌倉　光宏 かまくら　みつひろ 男 慶應義塾大学名誉教授 基礎医学 健康・生活科学

8年 鎌田　実 かまた　みのる 男
一般財団法人日本自動車研究所代表理
事・研究所長

総合工学 機械工学

5年 蒲池　みゆき かまち　みゆき 女
工学院大学情報学部情報デザイン学科教
授

心理学・教育学 情報学

8年 神尾　陽子 かみお　ようこ 女
お茶の水女子大学客員教授/発達障害ク
リニック附属発達研究所所長

臨床医学

5年 上垣外　正己 かみがいと　まさみ 男
名古屋大学大学院工学研究科有機・高分
子化学専攻教授

化学

8年 上口　裕之 かみぐち　ひろゆき 男
国立研究開発法人理化学研究所脳神経
科学研究センターセンター長代行

基礎医学 基礎生物学

8年 上川内　あづさ かみこうち　あづさ 女
名古屋大学大学院理学研究科生命理学
専攻教授

基礎生物学

8年 神里　達博 かみさと　たつひろ 男 千葉大学大学院国際学術研究院教授 史学

8年 上條　良夫 かみじょう　よしお 男 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学

8年 上村　みどり かみむら　みどり 女
帝人ファーマ株式会社生物医学総合研究
所上席研究員

化学 薬学

5年 神谷　和也 かみや　かずや 男 神戸大学経済経営研究所教授 経済学

8年 神谷　研二 かみや　けんじ 男
広島大学副学長・緊急被ばく医療推進セ
ンター長/福島県立医科大学副学長・放射
線医学県民健康管理センター長

基礎医学

8年 神谷　千津子 かみや　ちづこ 女
国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンター産婦人科部医長

臨床医学

5年 亀井　清華 かめい　さやか 女 広島大学大学院工学研究院准教授 情報学

8年 亀田　達也 かめだ　たつや 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 心理学・教育学

5年 亀田　正治 かめだ　まさはる 男
東京農工大学大学院工学研究院先端機
械システム部門教授

機械工学 総合工学

5年 亀山　康子 かめやま　やすこ 女
国立研究開発法人国立環境研究所社会
環境システム研究センター副センター長

環境学 政治学

8年 萱間　真美 かやま　まみ 女
聖路加国際大学大学院看護学研究科教
授

健康・生活科学

8年 唐沢　かおり からさわ　かおり 女 東京大学人文社会系研究科教授 心理学・教育学

5年 烏山　一 からすやま　はじめ 男
東京医科歯科大学理事・副学長、大学院
医歯学総合研究科教授

基礎医学

8年 狩俣　繁久 かりまた　しげひさ 男
琉球大学名誉教授（島嶼地域科学研究所
客員研究員）

言語・文学

5年 川合　康三 かわい　こうぞう 男 京都大学名誉教授、國學院大學教授 言語・文学

5年 川井　秀一 かわい　しゅういち 男 京都大学生存圏研究所　特任教授 農学 食料科学

5年 河合　宗司 かわい　そうし 男
東北大学大学院工学研究科航空宇宙工
学専攻・准教授

総合工学 機械工学

5年 川合　知二 かわい　ともじ 男 大阪大学産業科学研究所特任教授 化学

8年 川合　伸幸 かわい　のぶゆき 男 名古屋大学情報学研究科教授 心理学・教育学 基礎生物学

5年 川井　浩史 かわい　ひろし 男
神戸大学内海域環境教育研究センター教
授

基礎生物学



任期
満了
年

氏　名 ふりがな
性
別

所属・職名 専門分野

5年 川合　真紀 かわい　まき 女 埼玉大学理工学研究科教授 基礎生物学

5年 川合　眞紀 かわい　まき 女 自然科学研究機構分子科学研究所所長 化学

8年 河合　幹雄 かわい　みきお 男 桐蔭横浜大学法学部教授・副学長 法学 社会学

8年 河合　佳子 かわい　よしこ 女 東北医科薬科大学医学部教授 基礎医学 基礎生物学

5年 川上　則雄 かわかみ　のりお 男 京都大学理学研究科教授 物理学

8年 川上　憲人 かわかみ　のりと 男 東京大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

5年 川上　泰雄 かわかみ　やすお 男 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 健康・生活科学

8年 河上　裕 かわかみ　ゆたか 男
国際医療福祉大学医学部医学部長・免疫
学教授

基礎医学 臨床医学

5年 川口　淳一郎 かわぐち　じゅんいちろう 男
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所宇宙飛翔工学研究系
教授・シニアフェロー

総合工学

5年 川口　慎介 かわぐち　しんすけ 男
国立研究開発法人海洋研究開発機構研
究員

地球惑星科学 環境学

8年 河口　信夫 かわぐち　のぶお 男
国立大学法人東海国立大学機構　名古屋
大学未来社会創造機構教授

情報学

8年 川口　美貴 かわぐち　みき 女 関西大学大学院法務研究科教授 法学

5年 川崎　昭如 かわさき　あきゆき 男
東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤
学専攻 特任教授

土木工学・建築学 環境学

5年 川﨑　能典 かわさき　よしのり 男 統計数理研究所モデリング研究系教授 経済学

8年 川島　真 かわしま　しん 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 地域研究 史学

8年 川添　充 かわぞえ　みつる 男 大阪府立大学高等教育推進機構教授 数理科学

5年 河田　聡 かわた　さとし 男 大阪大学名誉教授 総合工学

6年 河田　潤一 かわた　じゅんいち 男 大阪大学名誉教授 政治学

8年 川田　宏之 かわだ　ひろゆき 男 早稲田大学理工学術院教授 機械工学

5年 河田 雅圭 かわた　まさかど 男 東北大学大学院生命科学研究科教授 統合生物学

8年 河田　光博 かわた　みつひろ 男 佛教大学教授 基礎医学

5年 河田　康志 かわた　やすし 男 鳥取大学理事・副学長 基礎生物学

8年 河野　佳織 かわの　かおり 女 日本製鉄株式会社フェロー 材料工学

8年 河野　銀子 かわの　ぎんこ 女 山形大学学術研究院教授 社会学 心理学・教育学

8年 河野　重行 かわの　しげゆき 男 東京大学名誉教授 基礎生物学 農学

8年 河野　真理子 かわの　まりこ 女 早稲田大学法学学術院教授 法学

8年 川橋　範子 かわはし　のりこ 女 国際日本文化研究センター客員教授 哲学 地域研究
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5年 川端　亮 かわばた　あきら 男 大阪大学人間科学研究科教授 社会学

5年 川畑　秀明 かわばた　ひであき 男 慶應義塾大学文学部准教授 心理学・教育学

5年 川幡　穂高 かわはた　ほだか 男 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学

5年 河原　純一郎 かわはら　じゅんいちろう 男 北海道大学文学研究科准教授 心理学・教育学

5年 河原　達也 かわはら　たつや 男 京都大学教授 情報学

8年 河東　晴子 かわひがし　はるこ 女
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光電波・通信技術部門　主管技師長

電気電子工学

8年 川東　正幸 かわひがし　まさゆき 男
東京都立大学都市環境科学研究科准教
授

農学 地球惑星科学

8年 河東　泰之 かわひがし　やすゆき 男 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学

5年 河邉　隆寛 かわべ　たかひろ 男
ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所・
主任研究員

心理学・教育学

5年 河村　篤男 かわむら　あつお 男 横浜国立大学工学研究院教授 電気電子工学

8年 川村　康 かわむら　やすし 男 関西学院大学法学部教授 法学 史学

5年 河村　豊 かわむら　ゆたか 男 東京工業高等専門学校名誉教授 史学

8年 河村　能人 かわむら　よしひと 男
熊本大学先進マグネシウム国際研究セン
ターセンター長

材料工学

8年 河本　宏 かわもと　ひろし 男
京都大学ウイルス・再生医科学研究所教
授

基礎医学

5年 川原田　洋 かわらだ　ひろし 男 早稲田大学理工学術院教授 電気電子工学

5年 河原林　健一 かわらばやし　けんいち 男 国立情報学研究所教授 情報学 数理科学

8年 川和　功子 かわわ　のりこ 女 同志社大学法学部教授 法学

5年 神吉　紀世子 かんき　きよこ 女 京都大学工学研究科建築学専攻教授 土木工学・建築学

5年 神前　禎 かんざき　ただし 男 学習院大学法務研究科教授 法学

5年 神取　秀樹 かんどり　ひでき 男 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 基礎生物学 化学

8年 菅野　純 かんの　じゅん 男
国立医薬品食品衛生研究所客員研究員・
名誉職員

基礎医学

5年 神庭　重信 かんば　しげのぶ 男 九州大学名誉教授 臨床医学

8年 上林　憲雄 かんばやし　のりお 男 神戸大学大学院経営学研究科教授 経営学

8年 神原　咲子 かんばら　さきこ 女 高知県立大学大学院看護学研究科教授 健康・生活科学

5年 菊池　明彦 きくち　あきひこ 男 東京理科大学教授 材料工学

8年 菊池　章 きくち　あきら 男 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学 基礎生物学

5年 菊地　哲朗 きくち　てつろう 男
大塚製薬株式会社医薬品事業部フェロー
（研究部門担当）

基礎医学 食料科学
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8年 菊地　優 きくち　まさる 男 北海道大学大学院工学研究院教授 土木工学・建築学

5年 菊地　芳朗 きくち　よしお 男 福島大学行政政策学類教授 史学

8年 貴志　俊彦 きし　としひこ 男 京都大学東南アジア地域研究研究所教授 地域研究 史学

5年 来住　伸子 きし　のぶこ 女 津田塾大学学芸学部情報科学科教授 情報学

5年 岸　政彦 きし　まさひこ 男 立命館大学教授 社会学

8年 岸田　晶夫 きしだ　あきお 男
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
教授

基礎医学 材料工学

5年 岸田　義典 きしだ　よしすけ 男 株式会社新農林社代表取締役社長 農学

5年 岸村　顕広 きしむら　あきひろ 男
九州大学大学院工学研究院応用化学部
門・九州大学分子システム科学センター准
教授

化学 材料工学

8年 岸本　喜久雄 きしもと　きくお 男 東京工業大学名誉教授 機械工学 総合工学

5年 岸本　健雄 きしもと　たけお 男
お茶の水女子大学客員教授、東京工業大
学名誉教授

基礎生物学 基礎医学

8年 木田　章義 きだ　あきよし 男 京都大学名誉教授 言語・文学

8年 北　裕幸 きた　ひろゆき 男 北海道大学大学院情報科学研究院教授 電気電子工学

5年 木田　真紀 きだ　まき 女
和歌山県立医科大学救急・集中治療医学
講座講師

臨床医学

8年 喜多　泰代 きた　やすよ 女
東京理科大学理工学部電気電子情報工
学科嘱託准教授

情報学

8年 北尾　早霧 きたお　さぎり 女 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 北川　源四郎 きたがわ　げんしろう 男
東京大学大学院情報理工学研究科特任
教授、明治大学 先端数理科学インスティ
テュート　所員

情報学 数理科学

5年 北川　進 きたがわ　すすむ 男
京都大学高等研究院特別教授、物質-細
胞システム拠点拠点長

化学

5年 北川　宏 きたがわ　ひろし 男
京都大学副プロボスト兼理事補（戦略調
整担当）、京都大学大学院理学研究科化
学専攻教授

化学

5年 北川　博之 きたがわ　ひろゆき 男 筑波大学計算科学研究センター教授 情報学

8年 北中　淳子 きたなか　じゅんこ 女 慶應義塾大学文学部・社会学研究科教授 地域研究

8年 北村　隆行 きたむら　たかゆき 男 京都大学名誉教授 機械工学

8年 北村　友人 きたむら　ゆうと 男 東京大学大学院教育学研究科准教授 心理学・教育学

8年 北山　俊哉 きたやま　としや 男 関西学院大学法学部教授 政治学

8年 木俵　豊 きだわら　ゆたか 男
国立研究開発法人情報通信研究機構
オープンイノベーション推進本部ソーシャ
ルイノベーションユニット長

情報学

8年 木津　祐子 きづ　ゆうこ 女 京都大学大学院文学研究科教授 言語・文学

8年 吉川　徹 きっかわ　とおる 男 大阪大学大学院人間科学研究科教授 社会学

5年 喜連川　優 きつれがわ　まさる 男
情報・システム研究機構国立情報学研究
所所長、東京大学生産技術研究所教授

情報学 電気電子工学
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5年 鬼頭　宏 きとう　ひろし 男 静岡県立大学学長 経済学

5年 城所　哲夫 きどころ　てつお 男 東京大学大学院准教授 土木工学・建築学

8年 木下　麻奈子 きのした　まなこ 女
同志社大学法学部・大学院法学研究科教
授

法学

8年 木原　活信 きはら　かつのぶ 男 同志社大学社会学部教授 社会学

8年 木原　康樹 きはら　やすき 男
地方独立行政法人神戸市民病院機構神
戸市立医療センター中央市民病院・院長

臨床医学

8年 木部　暢子 きべ　のぶこ 女
大学共同利用機関法人人間文化研究機
構国立国語研究所教授

言語・文学

5年 木俣　元一 きまた　もとかず 男
名古屋大学大学院人文学研究科教授、名
古屋大学副総長

史学

5年 君島　和彦 きみじま　かずひこ 男 東京学芸大学名誉教授 史学

5年 木宮　正史 きみや　ただし 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 政治学 地域研究

5年 木村　朝子 きむら　あさこ 女
立命館大学情報理工学部情報理工学科
教授

情報学

8年 木村　英司 きむら　えいじ 男
千葉大学大学院人文社会科学研究院教
授

心理学・教育学

8年 木村　学 きむら　がく 男
東京海洋大学海洋資源環境学部特任教
授

地球惑星科学

8年 木村　勝彦 きむら　かつひこ 男 長崎国際大学副学長・教授 哲学

5年 木村　周平 きむら　しゅうへい 男 筑波大学人文社会系准教授 地域研究

5年 木村　敏明 きむら　としあき 男 東北大学大学院文学研究科教授 哲学 地域研究

8年 木村　直子 きむら　なおこ 女
山形大学学術研究院教授/岩手大学大学
院連合農学研究科教授

食料科学

8年 木村　芳文 きむら　よしふみ 男
名古屋大学多元数理科学研究科教授/日
本学術振興会学術システム研究センター
専門研究員

数理科学 物理学

8年 木本　喜美子 きもと　きみこ 女
法政大学大学院フェアレイバー研究所特
任研究員/一橋大学名誉教授

社会学

5年 木本　忠昭 きもと　ただあき 男 東京工業大学名誉教授 史学

8年 木本　恒暢 きもと　つねのぶ 男 京都大学工学研究科教授 電気電子工学

5年 京樂　真帆子 きょうらく　まほこ 女 滋賀県立大学人間文化学部教授 史学

5年 清川　悦子 きよかわ　えつこ 女 金沢医科大学病理学１教授 基礎医学 基礎生物学

8年 清原　昭子 きよはら　あきこ 女 福山市立大学都市経営学部教授 農学

5年 桐田　忠昭 きりた　ただあき 男 奈良県立医科大学医学部教授 歯学

8年 金水　敏 きんすい　さとし 男 大阪大学大学院文学研究科教授 言語・文学

5年 久木田　直江 くきた　なおえ 女 静岡大学人文社会科学部・教授 言語・文学 史学

8年 久家　慶子 くげ　けいこ 女 京都大学大学院理学研究科教授 地球惑星科学
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8年 葛野　尋之 くずの　ひろゆき 男 一橋大学大学院法学研究科教授 法学

8年 楠見　孝 くすみ　たかし 男 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 葛谷　雅文 くずや　まさふみ 男
名古屋大学大学院医学系研究科総合医
学専攻発育・加齢医学講座地域在宅医療
学・老年科学分野教授

臨床医学 健康・生活科学

5年 工藤　昭彦 くどう　あきひこ 男 東京理科大学理学部応用化学科教授 化学

5年 工藤　眞由美 くどう　まゆみ 女 大阪大学理事・副学長 言語・文学

5年 工藤　由貴子 くどう　ゆきこ 女
日本女子大学大学院家政学研究科客員
教授

健康・生活科学

5年 久保　純子 くぼ　すみこ 女 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 地球惑星科学

5年 久保　亨 くぼ　とおる 男 信州大学人文学部特任教授 史学

5年 久保　広正 くぼ　ひろまさ 男 摂南大学経済学部教授 経済学 地域研究

5年 久保　允人 くぼ　まさと 男 東京理科大学生命医科学研究所教授 基礎医学 臨床医学

5年 久保　康隆 くぼ　やすたか 男
岡山大学大学院環境生命科学研究科教
授

農学

5年 久保　義弘 くぼ　よしひろ 男 自然科学研究機構生理学研究所・教授 基礎医学

5年 窪川　かおる くぼかわ　かおる 女
東京大学海洋アライアンス海洋教育促進
研究センター特任教授

基礎生物学 統合生物学

5年 窪木　拓男 くぼき　たくお 男
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教
授

歯学

5年 窪薗　晴夫 くぼぞの　はるお 男
人間文化研究機構国立国語研究所教授・
副所長

言語・文学

8年 窪田　充見 くぼた　あつみ 男 神戸大学大学院法学研究科教授 法学

5年 久保田　功 くぼた　いさお 男 小白川至誠堂病院名誉院長 臨床医学

8年 窪田　幸子 くぼた　さちこ 女 神戸大学教授 地域研究

5年 久保田　安彦 くぼた　やすひこ 男 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 法学

8年 久保野　恵美子 くぼの　えみこ 女 東北大学大学院法学研究科教授 法学

8年 熊谷　朝臣 くまがい　ともおみ 男
東京大学大学院農学生命科学研究科森
林科学専攻教授

農学

5年 熊谷　嘉人 くまがい　よしと 男
筑波大学医学医療系環境生物学分野教
授

薬学 健康・生活科学

8年 熊谷　晋一郎 くまがや　しんいちろう 男
東京大学先端科学技術研究センター当事
者研究分野准教授

健康・生活科学

8年 熊田　亜紀子 くまだ　あきこ 女
東京大学大学院工学系研究科電気系工
学専攻教授

電気電子工学

5年 熊野　純彦 くまの　すみひこ 男
東京大学大学執行役・副学長・付属図書
館長

哲学

8年 熊ノ郷　淳 くまのごう　あつし 男
大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免
疫内科学教室教授

臨床医学

8年 粂　昭苑 くめ　しょうえん 女 東京工業大学生命理工学院教授 基礎医学 基礎生物学
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5年 粂川　麻里生 くめかわ　まりお 男 慶應義塾大学文学部教授 言語・文学

5年 倉員　正江 くらかず　まさえ 女 日本大学生物資源科学部一般教養教授 言語・文学

5年 倉田　のり くらた　のり 女
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構理事

農学 基礎生物学

5年 倉谷　滋 くらたに　しげる 男
理化学研究所倉谷形態進化研究室主任
研究員

基礎生物学

5年 倉根　一郎 くらね　いちろう 男 国立感染症研究所名誉所員 基礎医学

5年 倉本　義夫 くらもと　よしお 男 高エネルギー加速器研究機構特任教授 物理学

5年 栗木　哲 くりき　さとし 男
情報・システム研究機構統計数理研究所
教授

数理科学

8年 栗原　和枝 くりはら　かずえ 女
東北大学未来科学技術共同研究センター
教授

化学

5年 栗原　英見 くりはら　ひでみ 男
広島大学大学院医歯薬保健学研究院教
授

歯学

8年 厨川　常元 くりやがわ　つねもと 男 東北大学大学院医工学研究科・教授 機械工学

8年 栗山　浩一 くりやま　こういち 男 京都大学大学院農学研究科教授 環境学

8年 久留島　典子 くるしま　のりこ 女 東京大学史料編纂所教授 史学

8年 楜澤　能生 くるみさわ　よしき 男 早稲田大学法学部教授 法学

8年
グレーヴァ　香
子

ぐれーば　たかこ 女 慶應義塾大学経済学部教授 経済学

5年 黒川　洵子 くろかわ　じゅんこ 女 静岡県立大学薬学部教授 基礎医学 薬学

8年 黒木　英充 くろき　ひでみつ 男
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所教授

史学

8年 黒﨑　知博 くろさき　ともひろ 男
大阪大学免疫学フロンティア研究センター
特任教授（常勤）

基礎医学

5年 黒田　徹 くろだ　とおる 男 ― （現職なし） 電気電子工学

8年 黒田　乃生 くろだ　のぶ 女 筑波大学芸術系教授 環境学

5年 黒田　道子 くろだ　みちこ 女 東京工科大学名誉教授 電気電子工学

8年 黒田　玲子 くろだ　れいこ 女 中部大学先端研究センター特任教授 化学 基礎生物学

8年 黒橋　禎夫 くろはし　さだお 男 京都大学教授 情報学

5年 桑野　園子 くわの　そのこ 女 大阪大学名誉教授 心理学・教育学 環境学

5年 桑原　聡 くわはら　さとし 男 新潟大学人文社会・教育科学系教授 言語・文学

5年 慶田　勝彦 けいだ　かつひこ 男
熊本大学大学院人文社会科学研究部（社
会・人類学）・教授

地域研究 社会学

5年 見学　美根子 けんがく　みねこ 女
京都大学高等研究院物質－細胞統合シ
ステム拠点教授

基礎生物学

5年 小池　和彦 こいけ　かずひこ 男
東京大学大学院医学系研究科消化器内
科学教授

臨床医学

8年 小泉　政利 こいずみ　まさとし 男 東北大学大学院文学研究科教授 言語・文学



任期
満了
年

氏　名 ふりがな
性
別

所属・職名 専門分野

8年 小磯　深幸 こいそ 　みゆき 女
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
教授

数理科学

5年 小出　康夫 こいで　やすお 男
国立研究開発法人物質・材料研究機構理
事

材料工学 電気電子工学

5年 高阪　章 こうさか　あきら 男
大阪大学大学院国際公共政策研究科名
誉教授

経済学

8年 香坂　玲 こうさか　りょう 男
名古屋大学大学院環境学研究科社会環
境学専攻環境政策論講座教授

環境学

5年 神﨑　素樹 こうざき　もとき 男
京都大学大学院人間・環境学研究科共生
人間学専攻認知・行動科学講座教授

健康・生活科学

8年 小路　武彦 こうじ　たけひこ 男
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教
授

基礎医学 基礎生物学

8年 合田　裕紀子 ごうだ　ゆきこ 女
国立研究開発法人理化学研究所脳神経
科学研究センター副センター長・チーム
リーダー

基礎医学

5年 合田　幸広 ごうだ　ゆきひろ 男 国立医薬品食品衛生研究所　副所長 薬学

8年 河内　孝之 こうち　たかゆき 男 京都大学生命科学研究科教授 基礎生物学

5年 河野　公俊 こうの　きみとし 男
国立研究開発法人理化学研究所創発物
性科学研究センターチームリーダー

物理学

8年 河野　武司 こうの　たけし 男 慶應義塾大学法学部教授 政治学

5年 河野　哲也 こうの　てつや 男 立教大学文学部教育学科教授 哲学 心理学・教育学

8年 河野　俊行 こうの　としゆき 男 九州大学法学研究院教授 法学

5年 河野　泰之 こうの　やすゆき 男 京都大学東南アジア地域研究研究所教授 地域研究 環境学

8年 河野　隆二 こうの　りゅうじ 男 横浜国立大学大学院工学研究院教授 電気電子工学 情報学

8年 郡山　千早 こおりやま　ちはや 女
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教
授

臨床医学 健康・生活科学

8年 國府　寛司 こくぶ　ひろし 男 京都大学理学研究科教授 数理科学 史学

8年 國分　典子 こくぶん　のりこ 女 法政大学法学部教授 法学

8年 國分　泰雄 こくぶん　やすお 男 中部大学副学長 電気電子工学

5年 古在　豊樹 こざい　とよき 男 千葉大学名誉教授 農学

5年 小﨑　隆 こさき　たかし 男
愛知大学国際コミュニケーション学部教
授、京都大学名誉教授

農学 環境学

5年 越塚　誠一 こしづか　せいいち 男
東京大学大学院工学系研究科システム創
成学専攻教授

総合工学

5年 小柴　正則 こしば　まさのり 男 北海道大学名誉教授 電気電子工学

5年 小嶋　智 こじま　さとる 男 岐阜大学工学部教授 地球惑星科学

8年 小嶋　茂稔 こじま　しげとし 男 東京学芸大学副学長・教育学部教授 史学

5年 小島　優子 こじま　ゆうこ 女
三菱ケミカル株式会社横浜研究所分析物
性研究室主任研究員

化学

8年 小島　優子 こじま　ゆうこ 女
高知大学人文社会科学系人文社会科学
部門准教授

哲学
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8年 小島　庸平 こじま　ようへい 男 東京大学大学院経済学研究科准教授 経済学 史学

5年 古庄　知己 こしょう　ともき 男
信州大学医学部附属病院遺伝子医療研
究センター教授

臨床医学 基礎医学

8年 古城　佳子 こじょう　よしこ 女 青山学院大学国際政治経済学部教授 政治学

5年 小関　隆 こせき　たかし 男 京都大学人文科学研究所教授 史学

5年 小関　敏彦 こせき　としひこ 男 京都先端科学大学 副学長・教授 材料工学

5年 小薗　英雄 こぞの　ひでお 男 早稲田大学理工学術院教授 数理科学

8年 小谷　元子 こたに　もとこ 女
東北大学理事・副学長、理学研究科数学
専攻教授、材料科学高等研究所教授

数理科学

8年 小玉　重夫 こだま　しげお 男 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学 政治学

5年 児玉　浩子 こだま　ひろこ 女
帝京平成大学健康メディカル学部健康栄
養学科教授

臨床医学 健康・生活科学

5年 小玉　亮子 こだま　りょうこ 女 お茶の水女子大学教授 心理学・教育学

8年 兒玉　了祐 こだま　りょうすけ 男 大阪大学レーザー科学研究所長 物理学 総合工学

5年 小寺　泰弘 こでら　やすひろ 男 名古屋大学大学院消化器外科学教授 臨床医学

8年 後藤　英司 ごとう　えいじ 男 千葉大学大学院園芸学研究科教授 農学 食料科学

8年 後藤　貴文 ごとう　たかふみ 男
鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域
農学系教授

食料科学

5年 後藤　多津子 ごとう　たづこ 女
東京歯科大学歯科放射線学講座主任教
授

歯学 臨床医学

8年 後藤　英仁 ごとう　ひでまさ 男 三重大学医学部医学科教授 基礎医学

5年 後藤　弘子 ごとう　ひろこ 女 千葉大学大学院社会科学研究院教授 法学

5年 後藤　真孝 ごとう　まさたか 男
国立研究開発法人産業技術総合研究所
情報技術研究部門首席研究員

情報学

8年 後藤　雅宏 ごとう　まさひろ 男 九州大学大学院工学研究院　主幹教授 化学

8年 後藤　玲子 ごとう　れいこ 女 茨城大学人文社会科学部教授 経済学 情報学

8年 湖中　真哉 こなか　しんや 男
静岡県立大学国際関係学部国際関係学
科教授

地域研究

5年 小長井　誠 こながい　まこと 男 東京都市大学総合研究所特任教授 総合工学 電気電子工学

8年 小西　いずみ こにし　いずみ 女
東京大学大学院人文社会系研究科准教
授

言語・文学

5年 小西　秀樹 こにし　ひでき 男 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学

8年 五神　真 ごのかみ　まこと 男 東京大学総長 物理学

8年 小浜　正子 こはま　まさこ 女 日本大学文理学部教授 史学 地域研究

5年 小林　昭子 こばやし　あきこ 女
東京大学名誉教授、日本大学文理学部上
席研究員

化学

5年 小林　一哉 こばやし　かずや 男 中央大学理工学部教授 電気電子工学 総合工学
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5年 小林　定之 こばやし　さだゆき 男 東レ株式会社化成品研究所研究主幹 化学

5年 小林　知 こばやし　さとる 男
京都大学東南アジア地域研究研究所准教
授

地域研究

5年 小林　祥泰 こばやし　しょうたい 男
島根大学医学部特任教授、島根大学名誉
教授

臨床医学

5年 小林　隆 こばやし　たかし 男 東北大学大学院文学研究科教授 言語・文学

8年 小林　哲生 こばやし　てっせい 男
NTTコミュニケーション科学基礎研究所上
席特別研究員

心理学・教育学

8年 小林　広明 こばやし　ひろあき 男 東北大学大学院情報科学研究科教授 情報学

8年 小林　正人 こばやし　まさひと 男 横浜国立大学国際社会科学研究院教授 数理科学

8年 小林　廉毅 こばやし　やすき 男 東京大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

8年 小林　良彰 こばやし　よしあき 男
慶應義塾大学名誉教授・ルーテル学院大
学理事

政治学

5年 小原　美紀 こはら　みき 女
大阪大学大学院国際公共政策研究科教
授

経済学

8年 小原　雄治 こはら　ゆうじ 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構ライフサイエンス統合データベース
センターセンター長・特任教授

基礎生物学 統合生物学

5年 小堀　聡 こぼり　さとる 男 名古屋大学大学院経済学研究科准教授 経済学

5年 小松　かつ子 こまつ　かつこ 女 富山大学和漢医薬学総合研究所教授 薬学

5年 小松　利光 こまつ　としみつ 男 九州大学名誉教授 土木工学・建築学

8年 駒宮　幸男 こまみや　さちお 男
早稲田大学理工学術院総合研究所上級
研究員・研究院教授

物理学

8年 五味　文 ごみ　ふみ 女 兵庫医科大学眼科学講座主任教授 臨床医学

8年 小峯　秀雄 こみね　ひでお 男 早稲田大学理工学術院教授 土木工学・建築学

5年 小室　一成 こむろ　いっせい 男
東京大学大学院医学系研究科循環器内
科学教授

臨床医学

5年 小森　大輔 こもり　だいすけ 男 東北大学大学院環境科学研究科准教授 環境学 土木工学・建築学

4年 小森田　秋夫 こもりだ　あきお 男 神奈川大学特別招聘教授 法学 地域研究

5年 小柳　義夫 こやなぎ　よしお 男
京都大学ウイルス・再生医科学研究所教
授

基礎医学

5年 古谷野　潔 こやの　きよし 男 九州大学大学院歯学研究院教授 歯学

8年 小山　敏幸 こやま　としゆき 男 名古屋大学大学院工学研究科教授 材料工学

8年 小山　二三夫 こやま　ふみお 男 東京工業大学科学技術創成研究院教授 電気電子工学

5年 小山　正孝 こやま　まさたか 男 広島大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

8年 小山　良太 こやま　りょうた 男 福島大学食農学類教授 農学 地域研究

8年 近藤　章夫 こんどう　あきお 男 法政大学経済学部国際経済学科教授 地域研究 経済学
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5年 近藤　昭彦 こんどう　あきひこ 男
千葉大学環境リモートセンシング研究セン
ター教授

環境学 地球惑星科学

5年 近藤　昭彦 こんどう　あきひこ 男
神戸大学大学院科学技術イノベーション
研究科教授・研究科長

化学

8年 近藤　科江 こんどう　しなえ 女 東京工業大学生命理工学院学院長 基礎医学 薬学

5年 近藤　駿介 こんどう　しゅんすけ 男 原子力発電環境整備機構理事長 総合工学

8年 近藤　孝弘 こんどう　たかひろ 男 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 心理学・教育学

8年 近藤　智恵子 こんどう　ちえこ 女 長崎大学大学院工学研究科教授 機械工学

5年 近藤　博之 こんどう　ひろゆき 男 大阪大学大学院人間科学研究科教授 社会学

8年 近藤　康久 こんどう　やすひさ 男
大学共同利用機関法人人間文化研究機
構総合地球環境学研究所准教授

社会学 環境学

8年 斎尾　直子 さいお　なおこ 女
東京工業大学環境・社会理工学院建築学
系准教授

土木工学・建築学

8年 齋木　潤 さいき　じゅん 男
京都大学大学院人間・環境学研究科共生
人間学専攻教授

心理学・教育学

5年 西郷　和彦 さいごう　かずひこ 男
日本学術振興会ストラスブール研究連絡
センターセンター長

化学

8年 西郷　浩 さいごう　ひろし 男 早稲田大学政治経済学術院教授 経済学

8年 西條　辰義 さいじょう　たつよし 男
高知工科大学フューチャー・デザイン研究
所所長/総合地球環境学研究所特任教授

経済学 環境学

5年 西條　美紀 さいじょう　みき 女
東京工業大学環境・社会理工学院融合理
工学系エンジニアリングデザインコース教
授

総合工学 心理学・教育学

5年 西條　芳文 さいじょう　よしふみ 男 東北大学大学院医工学研究科教授 基礎医学

5年 齊藤　修 さいとう　おさむ 男
国際連合大学サステイナビリティ高等研究
所学術研究官

環境学

5年 齋藤　公児 さいとう　こうじ 男
新日鐵住金株式会社フェロー（執行役員
待遇）

化学 総合工学

8年 齊藤　智 さいとう　さとる 男 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 齋藤　純一 さいとう　じゅんいち 男 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学

8年 齋藤　真哉 さいとう　しんや 男
横浜国立大学大学院国際社会科学研究
院教授

経営学

5年 齊藤　大樹 さいとう　たいき 男
豊橋技術科学大学建築・都市システム学
系教授

土木工学・建築学

5年 斉藤　隆 さいとう　たかし 男
国立研究開発法人理化学研究所統合生
命医科学研究センターグループディレク
ター

基礎医学 基礎生物学

8年 斎藤　毅 さいとう　たけし 男 東京大学大学院数理科学研究科教授 数理科学

8年 斎藤　成也 さいとう　なるや 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立遺伝学研究所集団遺伝研究
室教授

統合生物学

5年 齊藤　延人 さいとう　のぶひと 男
東京大学大学院医学系研究科脳神経外
科学教授

臨床医学

8年 齊藤　誠 さいとう　まこと 男 名古屋大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 齊藤　正彰 さいとう　まさあき 男 北海道大学大学院法学研究科教授 法学
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5年 齋藤　安彦 さいとう　やすひこ 男 日本大学総合科学研究所教授 社会学 健康・生活科学

5年 斎藤　祐見子 さいとう　ゆみこ 女 広島大学大学院総合科学研究科教授 基礎医学

5年 齋藤　文紀 さいとう　よしき 男
島根大学エスチュアリー研究センター セン
ター長・教授

地球惑星科学

8年 阪　智香 さか　ちか 女 関西学院大学商学部教授 経営学

8年 相賀　裕美子 さが　ゆみこ 女
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立遺伝学研究所遺伝形質研究
系教授

基礎生物学

8年 坂井　文 さかい　あや 女 東京都市大学都市生活学部教授 土木工学・建築学

8年 酒井　啓子 さかい　けいこ 女 千葉大学大学院社会科学研究院教授 地域研究

8年 酒井　健 さかい　けん 男 九州大学大学院理学研究院教授 化学

5年 酒井 章子 さかい　しょうこ 女 京都大学生態学研究センター准教授 統合生物学 基礎生物学

8年 坂井　俊樹 さかい　としき 男 開智国際大学教育学部教育学部長・教授 史学 心理学・教育学

8年 坂井　南美 さかい　なみ 女
国立研究開発法人理化学研究所主任研
究員

物理学

8年 坂上　雅道 さかがみ　まさみち 男 玉川大学脳科学研究所教授 心理学・教育学

5年 榊　裕之 さかき　ひろゆき 男 豊田工業大学学長 電気電子工学

8年 榊原　秀訓 さかきばら　ひでのり 男 南山大学法学部教授 法学

5年 榊原　均 さかきばら　ひとし 男 名古屋大学大学院生命農学研究科・教授 基礎生物学 農学

8年 坂口　志文 さかぐち　しもん 男
大阪大学免疫学フロンティア研究センター
実験免疫学特任教授

基礎医学

8年 坂下　玲子 さかした　れいこ 女 兵庫県立大学看護学部教授 健康・生活科学

8年 坂本　真樹 さかもと　まき 女
電気通信大学大学院情報理工学研究科
情報学専攻教授　副学長

総合工学 情報学

8年 坂元　亨宇 さかもと　みちいえ 男 慶應義塾大学医学部病理学教授 臨床医学 基礎医学

5年 坂本　亘 さかもと　わたる 男 岡山大学資源植物科学研究所教授 基礎生物学

5年 櫻井　晃洋 さくらい　あきひろ 男 札幌医科大学医学部遺伝医学教授 臨床医学

8年 櫻井　武 さくらい　たけし 男
筑波大学医学医療系国際統合睡眠医科
学研究機構教授・副機構長

基礎医学

8年 櫻井　博儀 さくらい　ひろよし 男
国立研究開発法人理化学研究所仁科セ
ンターセンター長/東京大学理学系研究科
教授

物理学

8年 佐古　和恵 さこ　かずえ 女 早稲田大学基幹理工学部教授 情報学 電気電子工学

5年 佐甲　靖志 さこう　やすし 男
国立研究開発法人理化学研究所主任研
究員

基礎生物学

5年 笹井　理生 ささい　まさき 男
名古屋大学大学院工学研究科応用物理
学専攻教授

基礎生物学 物理学

5年 笹尾　真実子 ささお　まみこ 女
東北大学名誉教授、同志社大学研究開発
推進機構嘱託研究員

物理学 総合工学
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5年 笹川　千尋 ささかわ　ちひろ 男
千葉大学真菌医学研究センター長、一般
財団法人日本生物科学研究所理事長

基礎医学

8年 佐々木　郁子 ささき　いくこ 女 東北学院大学経営学部経営学科教授 経営学

5年 佐々木　一成 ささき　かずなり 男 九州大学副学長・センター長・主幹教授 総合工学 材料工学

5年 佐々木　啓一 ささき　けいいち 男 東北大学大学院歯学研究科教授 歯学

5年 笹木　圭子 ささき　けいこ 女 九州大学大学院工学研究院教授 総合工学 化学

5年 笹木　敬司 ささき　けいじ 男 北海道大学電子科学研究所教授 総合工学

5年 佐々木　公明 ささき　こうめい 男 学校法人尚絅学院学院長 経済学 環境学

5年 佐々木　淳 ささき　じゅん 男 大阪大学大学院人間科学研究科准教授 心理学・教育学

8年 佐々木　晶 ささき　しょう 男 大阪大学大学院理学研究科教授 地球惑星科学 物理学

5年 佐々木　園 ささき　その 女 京都工芸繊維大学繊維学系教授 化学 総合工学

5年 佐々木　高義 ささき　たかよし 男
国立研究開発法人物質・材料研究機構
フェロー

材料工学

5年 佐々木　直哉 ささき　なおや 男
株式会社日立製作所研究開発グループ
技師長

機械工学

8年 佐々木　成江 ささき　なりえ 女 名古屋大学大学院理学研究科准教授 基礎生物学

5年 佐々木　信夫 ささき　のぶお 男 中央大学名誉教授 政治学

5年 佐々木　玲子 ささき　れいこ 女 慶応義塾大学体育研究所教授 健康・生活科学

8年 笹倉　香奈 ささくら　かな 女 甲南大学法学部教授 法学

8年 笹瀬　巌 ささせ　いわお 男 慶應義塾大学理工学部情報工学科教授 電気電子工学

8年 佐宗　章弘 さそう　あきひろ 男 名古屋大学副総長・教授 機械工学 総合工学

8年 佐田　豊 さた　ゆたか 男
株式会社東芝執行役員　研究開発セン
ター所長

機械工学

8年 佐竹　暁子 さたけ　あきこ 女 九州大学大学院理学研究院教授 統合生物学 基礎生物学

5年 定藤　規弘 さだとう　のりひろ 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構生理学研究所システム脳科学研究領域
心理生理学研究部門教授

基礎医学

8年 定延　利之 さだのぶ　としゆき 男 京都大学大学院文学研究科教授 言語・文学

5年 定本　朋子 さだもと　ともこ 女 日本女子体育大学教授 健康・生活科学

5年 定行　まり子 さだゆき　まりこ 女 日本女子大学家政学部住居学科教授 土木工学・建築学

5年 佐藤　勲 さとう　いさお 男 東京工業大学工学院機械系教授 機械工学

5年 佐藤　一郎 さとう　いちろう 男
国立情報学研究所情報社会相関研究系
教授・副所長

情報学

8年 佐藤　岩夫 さとう　いわお 男 東京大学社会科学研究所所長・教授 法学
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5年 佐藤　英明 さとう　えいめい 男 東北大学名誉教授 食料科学

8年 佐藤　薫 さとう　かおる 女 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学

5年 佐藤　加代子 さとう　かよこ 女 東京女子医科大学循環器内科講師 臨床医学

8年 佐藤　秀一 さとう　しゅういち 男 東京海洋大学学術研究院教授 食料科学

5年 佐藤　亨 さとう　とおる 男 京都大学国際高等教育院特定教授 電気電子工学

5年 佐藤　利行 さとう　としゆき 男 広島大学理事・副学長 言語・文学

5年 佐藤　信彦 さとう　のぶひこ 男
熊本学園大学大学院会計専門職研究科
専任教授

経営学

8年 佐藤　典宏 さとう　のりひろ 男
北海道大学病院病院長補佐/臨床研究開
発センターセンター長・教授

臨床医学

5年 佐藤　弘夫 さとう　ひろお 男 東北大学特任教授 哲学 史学

8年 佐藤　宏之 さとう　ひろゆき 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 史学 地域研究

8年 佐藤　美佳 さとう　みか 女 筑波大学システム情報系教授 情報学 数理科学

8年 佐藤　縁 さとう　ゆかり 女
国立研究開発法人産業技術総合研究所
イノベーション人材部ダイバーシティ推進
室室長

化学

5年 佐藤　豊 さとう　ゆたか 男 国立遺伝学研究所教授 農学 基礎生物学

8年 佐藤　洋一 さとう　よういち 男 東京大学生産技術研究所教授 情報学

8年 佐藤　義明 さとう　よしあき 男 成蹊大学法学部教授 法学

5年 佐藤　れえ子 さとう　れえこ 女 岩手大学農学部教授 食料科学 臨床医学

8年 真田　弘美 さなだ　ひろみ 女
東京大学大学院医学系研究科健康科学・
看護学専攻老年看護学/創傷看護学分野
教授

健康・生活科学

5年 實藤　和佳子 さねふじ　わかこ 女
九州大学大学院人間環境学研究院准教
授

心理学・教育学

5年 佐野　みどり さの　みどり 女 学習院大学文学部教授 哲学

5年 鮫島　正浩 さめじま　まさひろ 男 信州大学工学部特任教授 農学

5年 澤井　実 さわい　みのる 男 南山大学経営学部経営学科教授 経済学

5年 澤木　宣彦 さわき　のぶひこ 男 愛知工業大学客員教授 電気電子工学 総合工学

5年 澤邉　京子 さわべ　きょうこ 女 国立感染症研究所昆虫医科学部部長 農学 基礎医学

8年 澤邉　紀生 さわべ　のりお 男
京都大学大学院経営管理研究部教授・経
済学研究科教授

経営学

5年 澤村　正也 さわむら　まさや 男
北海道大学特別教授、大学院理学研究院
教授、安全衛生本部副本部長

化学

5年 澤本　和延 さわもと　かずのぶ 男 名古屋市立大学大学院医学研究科教授 基礎医学 基礎生物学

5年 椹木　哲夫 さわらぎ　てつお 男 京都大学教授 総合工学 機械工学
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8年 塩路　悦朗 しおじ　えつろう 男 一橋大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 塩尻　かおり しおじり　かおり 女 龍谷大学准教授 統合生物学 農学

5年 塩見　淳一郎 しおみ　じゅんいちろう 男
東京大学大学院工学系研究科機械工学
専攻教授

機械工学 総合工学

5年 塩見　春彦 しおみ　はるひこ 男
慶應義塾大学医学部分子生物学教室教
授

基礎生物学 基礎医学

8年 塩見　美喜子 しおみ　みきこ 女
東京大学大学院理学系研究科生物科学
専攻教授

基礎生物学

8年 志賀　向子 しが　さきこ 女 大阪大学大学院理学研究科教授 基礎生物学

5年 重川　純子 しげかわ　じゅんこ 女 埼玉大学教育学部教授 健康・生活科学

8年 重野　寛 しげの　ひろし 男 慶應義塾大学理工学部情報工学科教授 情報学

8年 七田　芳則 しちだ　よしのり 男
立命館大学総合科学技術研究機構客員
教授

基礎生物学

8年 品田　佳世子 しなだ　かよこ 女
東京医科歯科大学大学院口腔疾患予防
学分野教授

歯学

5年 篠田　雅人 しのだ　まさと 男 名古屋大学環境学研究科教授 環境学 地球惑星科学

5年 篠原 美紀 しのはら　みき 女
近畿大学農学部バイオサイエンス学科教
授

基礎生物学 基礎医学

5年 斯波　真理子 しば　まりこ 女
国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンター研究所病態代謝部部長・再生医療
部部長、動脈硬化糖尿病内科部長

臨床医学

5年 柴田　直 しばた　ただし 男 応用物理学会APEX/JJAP専任編集長 電気電子工学

5年 柴田　德思 しばた　とくし 男

株式会社千代田テクノル大洗研究所所
長、東京大学名誉教授、高エネルギー加
速器研究機構名誉教授、総合研究大学院
大学名誉教授

物理学 総合工学

8年 柴山　悦哉 しばやま　えつや 男 東京大学教授 情報学

8年 澁澤　栄 しぶさわ　さかえ 男
東京農工大学卓越リーダー養成機構特任
教授

食料科学

5年 渋谷　陽二 しぶたに　ようじ 男 大阪大学大学院工学研究科教授 機械工学

8年 澁谷　政子 しぶや　まさこ 女
福井大学教育・人文社会系部門教員養成
領域教授

哲学

5年 志摩　園子 しま　そのこ 女 昭和女子大学人間社会学部長・教授 地域研究

8年 島岡　まな しまおか　まな 女 大阪大学大学院法学研究科教授 法学

8年 島薗　進 しまぞの　すすむ 男
上智大学大学院実践宗教学研究科特任
教授

哲学

5年 嶋田　透 しまだ　とおる 男
学習院大学理学部生命科学科教授（生物
遺伝資源学）

農学

5年 島田　陽一 しまだ　よういち 男 早稲田大学法学部教授 法学

8年 島田　義也 しまだ　よしや 男
公益財団法人環境科学技術研究所理事
長

基礎医学

8年 島村　健 しまむら　たけし 男 神戸大学大学院法学研究科教授 法学 環境学

8年 島村　徹平 しまむら　てっぺい 男 名古屋大学大学院医学系研究科教授 基礎医学 数理科学
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5年 清水　聰 しみず　あきら 男 慶應義塾大学商学部教授 経営学

8年 志水　宏吉 しみず　こうきち 男 大阪大学大学院人間科学研究科教授 心理学・教育学

5年 清水　扇丈 しみず　せんじょう 女 京都大学人間・環境学研究科教授 数理科学

5年 清水　孝雄 しみず　たかお 男
国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター理事・研究所長、東京大学総長顧
問

基礎医学

5年 清水　誠 しみず　まこと 男
東京大学名誉教授、東京農業大学客員教
授

食料科学

8年 淸水　美憲 しみず　よしのり 男 筑波大学人間系教授 数理科学 心理学・教育学

8年 清水　義彦 しみず　よしひこ 男 群馬大学大学院理工学府教授 土木工学・建築学

5年 下田　正弘 しもだ　まさひろ 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学

5年 下田　吉之 しもだ　よしゆき 男
大阪大学大学院工学研究科環境・エネル
ギー工学専攻教授

土木工学・建築学 環境学

5年 下津　克己 しもつ　かつみ 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学 数理科学

5年 下野　裕之 しもの　ひろゆき 男 岩手大学農学部教授 農学

5年 守隨　香 しゅずい　かおり 女 共立女子大学家政学部児童学科教授 健康・生活科学

5年 庄子　哲雄 しょうじ　てつお 男
東北大学未来科学技術共同研究センター
フロンティア研究イニシャティブ教授

機械工学 材料工学

8年 庄司　裕子 しょうじ　ひろこ 女 中央大学理工学部教授 総合工学 情報学

5年 白尾　智明 しらお　ともあき 男
群馬大学副学長・重粒子線医学推進機構
長

基礎医学

5年 白濱　圭也 しらはま　けいや 男 慶應義塾大学理工学部物理学科教授 物理学

8年 白藤　博行 しらふじ　ひろゆき 男 専修大学法学部教授 法学

8年 白山　義久 しらやま　よしひさ 男
国立研究開発法人海洋研究開発機構特
任参事

基礎生物学 統合生物学

8年 城石　俊彦 しろいし　としひこ 男
国立研究開発法人理化学研究所バイオリ
ソース研究センターセンター長

基礎生物学

5年 城山　智子 しろやま　ともこ 女 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学 史学

5年 城山　英明 しろやま　ひであき 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 政治学

5年 新永　浩子 しんなが　ひろこ 女
鹿児島大学学術研究院理工学域理学系
物理・宇宙専攻宇宙情報講座准教授

物理学

5年 新野　秀憲 しんの　ひでのり 男 東京工業大学未来産業技術研究所教授 機械工学

8年 新福　洋子 しんぷく　ようこ 女 広島大学大学院医系科学研究科教授 健康・生活科学

5年 水田　祥代 すいた　さちよ 女 学校法人福岡学園理事長 臨床医学

8年 末松　誠 すえまつ　まこと 男 慶應義塾大学医学部医化学教室教授 基礎医学

5年 菅野　純夫 すがの　すみお 男
東京医科歯科大学難治疾患研究所非常
勤講師

基礎医学
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5年 菅原　　正 すがわら　ただし 男 神奈川大学理学部特任教授 化学

5年 杉浦　勝明 すぎうら　かつあき 男 東京大学大学院農学生命科学研究科 食料科学

8年 杉浦　真弓 すぎうら　まゆみ 女
名古屋市立大学大学院医学研究科産科
婦人科教授

臨床医学

5年 杉田　敦 すぎた　あつし 男 法政大学法学部教授 政治学

5年 杉田　文 すぎた　ふみ 女 千葉商科大学商経学部教授 地球惑星科学

5年 杉立　徹 すぎたて　とおる 男 広島大学学術室特任教授 物理学

5年 杉原　薫 すぎはら　かおる 男 総合地球環境学研究所特任教授 経済学

5年 杉本　慶子 すぎもと　けいこ 女
国立研究開発法人理化学研究所環境資
源科学研究センターチームリーダー

基礎生物学

8年 杉本　諭 すぎもと　さとし 男
東北大学副理事・東北大学大学院工学研
究科教授

材料工学

5年 杉本　良男 すぎもと　よしお 男 国立民族学博物館名誉教授 地域研究

5年 杉山　淳司 すぎやま　じゅんじ 男 京都大学大学院 農学研究科教授 農学 情報学

5年 杉山　誠 すぎやま　まこと 男 東海国立大学機構理事、岐阜大学副学長 食料科学 基礎医学

8年 杉山　由恵 すぎやま　よしえ 女 大阪大学大学院情報科学研究科教授 数理科学

8年 鈴置　保雄 すずおき　やすお 男
愛知工業大学工学部電気学科電気工学
専攻教授

総合工学

5年 鈴木　惠美子 すずき　えみこ 女 お茶の水女子大学名誉教授 健康・生活科学 農学

5年 鈴木　啓介 すずき　けいすけ 男 東京工業大学理学院化学系教授 化学

8年 鈴木　賢 すずき　けん 男 明治大学法学部教授 法学 地域研究

5年 鈴木　茂 すずき　しげる 男 名古屋外国語大学世界共生学部教授 史学 地域研究

5年 鈴木　伸一 すずき　しんいち 男 早稲田大学人間科学学術院教授 心理学・教育学

8年 鈴木　真二 すずき　しんじ 男
東京大学未来ビジョン研究センター特任
教授

総合工学 機械工学

8年 鈴木　泰 すずき　たい 男 東京大学名誉教授 言語・文学

8年 鈴木　隆泰 すずき　たかやす 男 山口県立大学国際文化学部教授 哲学

8年 鈴木　久敏 すずき　ひさとし 男 筑波大学名誉教授 総合工学 経営学

8年 鈴木　秀美 すずき　ひでみ 女
慶應義塾大学メディア・コミュニケーション
研究所教授

法学

8年 鈴木　宏正 すずき　ひろまさ 男 東京大学大学院工学系研究科教授 機械工学 総合工学

5年 鈴木　眞理 すずき　まり 女
政策研究大学院大学保健管理センター教
授

臨床医学

5年 鈴木　康弘 すずき　やすひろ 男 名古屋大学減災連携研究センター教授 地球惑星科学 地域研究

5年 須田　年生 すだ　としお 男
熊本大学国際先端医学研究機構長・卓越
教授

基礎医学
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5年 須田　木綿子 すだ　ゆうこ 女 東洋大学社会学部教授 社会学

5年 須田　義大 すだ　よしひろ 男
東京大学生産技術研究所教授、次世代モ
ビリティ研究センター長

機械工学

5年 須藤　修 すどう　おさむ 男
東京大学大学院情報学環・学際情報学府
教授

情報学 経済学

5年 須藤　靖 すとう　やすし 男
東京大学大学院理学系研究科物理学専
攻教授

物理学

8年 砂原　秀樹 すなはら　ひでき 男
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研
究科教授

情報学

8年 住　貴宏 すみ　たかひろ 男
大阪大学理学研究科宇宙地球科学専攻
教授

物理学

8年 住井　英二郎 すみい　えいじろう 男 東北大学大学院情報科学研究科教授 情報学

8年 住居　広士 すみい　ひろし 男 県立広島大学大学院教授 社会学

8年 住谷　昌彦 すみたに　まさひこ 男
東京大学医学部附属病院緩和ケア診療
部准教授

臨床医学

8年 須山　章子 すやま　しょうこ 女
東芝エネルギーシステムズ株式会社エネ
ルギーシステム技術開発センターシニアエ
キスパート

材料工学 化学

8年 諏訪　元 すわ　げん 男 東京大学総合研究博物館特任研究員 統合生物学

5年 諏訪　牧子 すわ　まきこ 女
青山学院大学理工学部化学・生命科学科
教授

基礎生物学 情報学

5年 清家　篤 せいけ　あつし 男 慶応義塾大学商学部教授 経済学

5年 清野　進 せいの　すすむ 男
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医
学特命教授

臨床医学

5年 清宮　啓之 せいみや　ひろゆき 男
公益財団法人がん研究会がん化学療法
センター分子生物治療研究部部長

薬学 基礎医学

5年 盛山　和夫 せいやま　かずお 男
日本学術振興会学術システム研究セン
ター副所長

社会学

5年 関　華奈子 せき　かなこ 女 東京大学大学院理学系研究科教授 地球惑星科学

8年 關　雄二 せき　ゆうじ 男
国立民族学博物館副館長・人類文明誌研
究部教授

地域研究 史学

5年 関　礼子 せき　れいこ 女 立教大学社会学部教授 環境学 社会学

5年 関口　仁子 せきぐち　きみこ 女 東北大学大学院理学研究科准教授 物理学

8年 関崎　勉 せきざき　つとむ 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

食料科学

8年 関野　祐子 せきの　ゆうこ 女 東京大学大学院薬学系研究科特任教授 基礎医学 薬学

8年 関村　直人 せきむら　なおと 男
東京大学副学長・大学院工学系研究科教
授

総合工学

8年 関谷　直也 せきや　なおや 男
東京大学大学院情報学環総合防災情報
研究センター准教授

心理学・教育学 情報学

8年 積山　薫 せきやま　かおる 女 京都大学大学院総合生存学館教授 心理学・教育学

5年 瀬古　美喜 せこ　みき 女 武蔵野大学経済学部教授 経済学

8年 瀬谷　愛 せや　あい 女 東京国立博物館保存修復室長 史学
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8年 瀬山　倫子 せやま　みちこ 女
日本電信電話株式会社先端集積デバイス
研究所主幹研究員

総合工学 化学

5年 仙石　正和 せんごく　まさかず 男 事業創造大学院大学学長・教授 電気電子工学 情報学

8年 千住　智信 せんじゅう　とものぶ 男 琉球大学工学部教授 電気電子工学 情報学

5年 寒川　恒夫 そうがわ　つねお 男 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 健康・生活科学

8年 相馬　雅代 そうま　まさよ 女
北海道大学理学研究院生物科学部門准
教授

統合生物学

8年 曽我　亨 そが　とおる 男 弘前大学人文社会科学部教授 地域研究

8年 外園　千恵 そとぞの　ちえ 女 京都府立医科大学眼科教授 臨床医学

5年 曽根　三郎 そね　さぶろう 男 徳島市病院局病院事業管理者 臨床医学

5年 園田　茂人 そのだ　しげと 男 東京大学東洋文化研究所教授 社会学 地域研究

8年 反町　典子 そりまち　のりこ 女
国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター研究所プロジェクト長

基礎医学

5年 田井　明 たい　あきら 男
九州大学大学院工学研究院環境社会部
門准教授

土木工学・建築学

5年 大門　高明 だいもん たかあき 男 京都大学大学院農学研究科 教授 農学

8年 田内　広 たうち　ひろし 男 茨城大学教授・理学部長 基礎生物学 健康・生活科学

8年 田浦　健次朗 たうら　けんじろう 男 東京大学情報基盤センターセンター長 情報学

8年 髙木　周 たかぎ　しゅう 男 東京大学大学院工学系研究科教授 機械工学

8年 髙木　信一 たかぎ　しんいち 男 東京大学大学院工学系研究科教授 電気電子工学

8年 高木　利久 たかぎ　としひさ 男 富山国際大学学長 統合生物学 情報学

5年 髙木　直史 たかぎ　なおふみ 男 京都大学大学院情報学研究科教授 情報学

5年 髙木　都 たかき　みやこ 女 奈良県立医科大学名誉教授 基礎医学

5年 都木　靖彰 たかぎ　やすあき 男 北海道大学大学院水産科学研究院教授 食料科学

8年 髙倉　喜信 たかくら　よしのぶ 男 京都大学大学院薬学研究科教授 薬学

5年 髙澤　紀恵 たかざわ　のりえ 女 国際基督教大学教授 史学

5年 高須　昌子 たかす　まさこ 女 東京薬科大学生命科学部教授 物理学

5年 髙瀨　堅吉 たかせ　けんきち 男 自治医科大学大学院医学研究科教授 心理学・教育学 基礎医学

8年 高田　章 たかだ　あきら 男 ロンドン大学特任教授 数理科学 総合工学

8年 髙田　知実 たかだ　ともみ 女 神戸大学大学院経営学研究科准教授 経営学

8年 高田　史男 たかだ　ふみお 男 北里大学大学院医療系研究科教授 臨床医学 基礎医学

5年 高田　昌樹 たかた　まさき 男 東北大学多元物質研究所教授 総合工学 化学
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8年 高田　まゆら たかだ　まゆら 女
中央大学理工学部人間総合理工学科准
教授

統合生物学

5年 髙槻　泰郎 たかつき　やすお 男 神戸大学経済経営研究所准教授 経済学 史学

5年 高梨　弘毅 たかなし　こうき 男 東北大学金属材料研究所所長・教授 材料工学 総合工学

5年 高埜　利彦 たかの　としひこ 男 学習院大学名誉教授 史学

5年 髙野　博嘉 たかの　ひろよし 男 熊本大学大学院先端科学研究部教授 基礎生物学

5年 高野　幹久 たかの　みきひさ 男
広島大学大学院医系科学研究科教授・薬
学部長

薬学

5年 髙橋　和子 たかはし　かずこ 女 関西学院大学理工学部教授 情報学

8年 高橋　桂子 たかはし　けいこ 女
国立研究開発法人海洋研究開発機構経
営管理審議役・横浜研究所長

地球惑星科学

8年 高橋　哲也 たかはし　てつや 男
大阪府立大学副学長・高等教育推進機構
教授

数理科学 心理学・教育学

8年 高橋　智子 たかはし　ともこ 女 中央大学法学部教授 史学

8年 高橋　憲子 たかはし　のりこ 女
国立大学法人愛媛大学大学院農学研究
科准教授

食料科学

8年 髙橋　英彦 たかはし　ひでひこ 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科精神行動医科学主任教授

臨床医学

8年 高橋　均 たかはし　ひとし 男 獨協大学法学部教授 法学

5年 髙橋　宏幸 たかはし　ひろゆき 男 京都大学大学院文学研究科教授 言語・文学

5年 髙橋　雅英 たかはし　まさひで 男 名古屋大学理事・副総長 基礎医学

5年 髙橋　政代 たかはし　まさよ 女
理化学研究所生命機能科学研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト 客員
主管研究員

臨床医学

5年 高橋　基樹 たかはし　もとき 男
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究
研究科教授

経済学 地域研究

8年 髙橋　素子 たかはし　もとこ 女 札幌医科大学医学部医化学講座教授 基礎医学

5年 高橋　百合子 たかはし　ゆりこ　 女 早稲田大学政治経済学術院准教授 政治学 地域研究

8年 髙橋　良和 たかはし　よしかず 男
京都大学大学院工学研究科社会基盤工
学専攻教授

土木工学・建築学

8年 高橋　良輔 たかはし　りょうすけ 男 京都大学医学部医学科教授 臨床医学

5年 髙濵　洋介 たかはま　ようすけ 男
米国国立衛生研究所国立癌研究所
Senior Investigator

基礎医学

5年 髙原　淳 たかはら　あつし 男 九州大学先導物質化学研究所主幹教授 化学 材料工学

5年 髙松　洋 たかまつ　ひろし 男 九州大学大学院工学研究院長・教授 機械工学

5年 髙見澤　磨 たかみざわ　おさむ 男 東京大学東洋文化研究所教授 地域研究 法学

5年 高村　学人 たかむら　がくと 男 立命館大学政策科学部教授 法学

5年 髙村　祥子 たかむら　さちこ 女 愛知医科大学感染・免疫学講座教授 基礎医学
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8年 高安　美佐子 たかやす　みさこ 女
東京工業大学科学技術創成研究院ビッグ
データ数理科学研究ユニット教授

物理学

5年 髙薮　縁 たかやぶ　ゆかり 女 東京大学大気海洋研究所教授 地球惑星科学 環境学

8年 寶　馨 たから　かおる 男
京都大学大学院総合生存学館学館長・教
授

土木工学・建築学 地球惑星科学

5年 瀧川　仁 たきがわ　まさし 男 東京大学物性研究所・教授 物理学

5年 田口　直樹 たぐち　なおき 男 大阪市立大学大学院経営学研究科教授 史学 経営学

8年 田口　紀子 たぐち　のりこ 女 ― (現職なし) 言語・文学

5年 田口　正樹 たぐち　まさき 男 北海道大学大学院法学研究科教授 法学 史学

5年 内匠　透 たくみ　とおる 男
国立研究開発法人理化学研究所脳科学
総合研究センターシニアチームリーダー

基礎医学 基礎生物学

8年 武石　恵美子 たけいし　えみこ 女 法政大学キャリアデザイン学部教授 経済学 経営学

8年 竹石　恭知 たけいし　やすちか 男 福島県立医科大学医学部長 臨床医学

5年 竹内　あい たけうち　あい 女 立命館大学経済学部准教授 経済学

8年 武内　謙治 たけうち　けんじ 男 九州大学大学院法学研究院教授 法学

8年 竹内　孝江 たけうち　たかえ 女
奈良女子大学研究院自然科学系化学領
域准教授

化学

8年 竹内　勤 たけうち　つとむ 男
慶應義塾大学常任理事・医学部内科学教
授

臨床医学

5年 竹内　徹 たけうち　とおる 男 東京工業大学建築学系教授 土木工学・建築学

5年 竹内　裕一 たけうち　ひろかず 男 千葉大学教育学部教授 地域研究 心理学・教育学

8年 竹岡　裕子 たけおか　ゆうこ 女
上智大学理工学部物質生命理工学科教
授

化学

5年 武川　睦寛 たけかわ　むつひろ 男 東京大学医科学研究所教授 基礎医学 基礎生物学

8年 竹沢　泰子 たけざわ　やすこ 女 京都大学人文科学研究所教授 地域研究

8年 竹田　潔 たけだ　きよし 男 大阪大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

5年 竹田　敏一 たけだ　としかず 男
福井大学附属国際原子力工学研究所特
任教授

総合工学

8年 武田　宏子 たけだ　ひろこ 女
東海国立大学機構名古屋大学大学院法
学研究科教授

政治学

5年 武田　宙也 たけだ　ひろなり 男
京都大学大学院人間・環境学研究科准教
授

哲学

8年 竹田　正幸 たけだ　まさゆき 男
九州大学大学院システム情報科学研究院
教授

情報学

5年 武田　万里子 たけだ　まりこ 女 津田塾大学学芸学部教授 法学

8年 武田　真莉子 たけだ　まりこ 女 神戸学院大学薬学部教授 薬学

5年 武冨　紹信 たけとみ　あきのぶ 男
北海道大学大学院消化器外科学教室Ⅰ
教授

臨床医学

8年 竹中　麻子 たけなか　あさこ 女 明治大学農学部農芸化学科教授 食料科学
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8年 竹中　千里 たけなか　ちさと 女 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 農学 環境学

8年 竹中　千春 たけなか　ちはる 女 立教大学法学部教授 政治学 地域研究

8年 武仲　能子 たけなか　よしこ 女
国立研究開発法人産業技術総合研究所
機能化学研究部門主任研究員

機械工学 物理学

5年 武林　亨 たけばやし　とおる 男
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学
教授

健康・生活科学

8年 竹村　彰通 たけむら　あきみち 男 滋賀大学教授 数理科学

5年 竹村　仁美 たけむら　ひとみ 女 一橋大学大学院法学研究科准教授 法学

5年 竹本　幹夫 たけもと　みきお 男 早稲田大学教授 言語・文学 哲学

5年 竹本　与志人 たけもと　よしひと 男 岡山県立大学保健福祉学部教授 社会学

8年 竹脇　出 たけわき　いずる 男
京都大学大学院工学研究科建築学専攻
教授

土木工学・建築学

5年 多湖　正夫 たご　まさお 男
帝京大学医学部附属溝口病院放射線科
教授

臨床医学

5年 田坂　さつき たさか　さつき 女 立正大学文学部哲学科教授 哲学

8年 田島　夏与 たじま　かよ 女 立教大学経済学部経済政策学科教授 経済学 環境学

5年 田島　節子 たじま　せつこ 女 大阪大学大学院理学研究科教授 物理学

8年 田代　聡 たしろ　さとし 男 広島大学原爆放射線医科学研究所所長 基礎医学 基礎生物学

8年 田代　信 たしろ　まこと 男 埼玉大学大学院理工学研究科教授 物理学

8年 唯　美津木 ただ　みづき 女 名古屋大学教授 化学

5年 田髙　悦子 ただか　えつこ 女 横浜市立大学大学院 医学研究科教授 健康・生活科学

8年 多々納　裕一 たたの　ひろかず 男
京都大学防災研究所社会防災研究部門
教授

土木工学・建築学

8年 只野　雅人 ただの　まさひと 男 一橋大学大学院法学研究科教授 法学

5年 立川　雅司 たちかわ　まさし 男 名古屋大学環境学研究科教授 農学 社会学

8年 巽　英介 たつみ　えいすけ 男
国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンターオープンイノベーションセンター副
オープンイノベーションセンター長

基礎医学 臨床医学

5年 辰巳　敬 たつみ　たかし 男
独立行政法人製品評価技術基盤機構理
事長

化学

8年 巽　孝之 たつみ　たかゆき 男 慶應義塾大学文学部英米文学専攻教授 言語・文学 地域研究

5年 伊達　紫 だて　ゆかり 女
宮崎大学理事・副学長（女性活躍・人財育
成担当）

臨床医学

5年 立石　直子 たていし　なおこ 女
岐阜大学地域科学部地域政策学科准教
授

法学

8年 建石　真公子 たていし　ひろこ 女 法政大学法学部教授 法学

8年 田中　和博 たなか　かずひろ 男 九州工業大学非常勤講師 機械工学
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5年 田中　啓二 たなか　けいじ 男
公益財団法人東京都医学総合研究所理
事長・所長

基礎生物学

5年 田中　晃二 たなか　こうじ 男
京都大学高等研究院物質－細胞統合シ
ステム拠点特任教授

化学

5年 田中　覚 たなか　さとし 男 立命館大学情報理工学部教授 総合工学 情報学

5年 田中　純子 たなか　じゅんこ 女
広島大学大学院医歯薬保健学研究科教
授

基礎医学 健康・生活科学

5年 田中　毎実 たなか　つねみ 男 武庫川女子大学文学部教授 心理学・教育学

8年 田中　敏博 たなか　としひろ 男
東京医科歯科大学大学院疾患多様性遺
伝学分野教授

臨床医学 基礎医学

5年 田中　教雄 たなか　のりお 男 九州大学大学院法学研究院教授 法学

5年 田中　雅明 たなか　まさあき 男
東京大学大学院工学系研究科スピントロ
ニクス学術連携研究教育センター長

電気電子工学 総合工学

5年 田中　真美 たなか　まみ 女 東北大学大学院医工学研究科教授 機械工学

5年 田中　里佳 たなか　りか 女
順天堂大学医学部形成外科学講座准教
授

臨床医学

5年 谷　晃 たに　あきら 男 静岡県立大学食品栄養科学部教授 農学 環境学

8年 谷　誠一郎 たに　せいいちろう 男
ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所グ
ループリーダー

情報学

5年 谷口　功 たにぐち　いさお 男
独立行政法人国立高等専門学校機構理
事長

化学 材料工学

5年 谷口　洋幸 たにぐち　ひろゆき 男 金沢大学国際基幹教育院准教授 法学

5年 谷口　真人 たにぐち　まこと 男
人間文化研究機構総合地球環境学研究
所副所長・教授

環境学 地球惑星科学

8年 谷口　勇仁 たにぐち　ゆうじん 男 中京大学経営学部教授 経営学

5年 谷本　雅之 たにもと　まさゆき 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 田畑　泉 たばた　いずみ 男 立命館大学スポーツ健康科学部教授 健康・生活科学

5年 田畑　哲之 たばた　さとし 男
公益財団法人かずさDNA研究所副理事
長・所長

基礎生物学

8年 田畑　泰彦 たばた　やすひこ 男 京都大学ウイルス再生医科学研究所教授 材料工学

5年 田原　裕子 たはら　ゆうこ 女 國學院大學経済学部教授 地域研究

5年 田渕　隆俊 たぶち　たかとし 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 天竺桂　弘子 たぶのき　ひろこ 女 東京農工大学農学研究院教授 農学

8年 玉木　長良 たまき　ながら 男 京都府立医科大学特任教授 臨床医学

5年 玉腰　暁子 たまこし　あきこ 女 北海道大学大学院医学研究院教授 健康・生活科学

8年 玉野　和志 たまの　かずし 男 東京都立大学教授 社会学

8年 玉利　真由美 たまり　まゆみ 女
東京慈恵会医科大学総合医科学研究セ
ンター分子遺伝学研究部教授

臨床医学 基礎医学

8年 田村　うらら たむら　うらら 女 金沢大学人間社会研究域准教授 地域研究
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8年 田村　和夫 たむら　かずお 男 建築都市耐震研究所代表 土木工学・建築学

8年 田村　圭子 たむら　けいこ 女 新潟大学危機管理本部危機管理室教授 土木工学・建築学

8年 田村　哲樹 たむら　てつき 男 名古屋大学大学院法学研究科・教授 政治学

5年 田村　豊 たむら　ゆたか 男 酪農学園大学獣医学群教授 食料科学 農学

5年 為近　恵美 ためちか　えみ 女 横浜国立大学成長戦略研究センター教授 総合工学 電気電子工学

5年 多屋　馨子 たや　けいこ 女
国立感染症研究所感染症疫学センター室
長

臨床医学 基礎医学

5年 多屋　淑子 たや　よしこ 女 日本女子大学家政学部教授 健康・生活科学

5年 丹野　義彦 たんの　よしひこ 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 心理学・教育学

5年 地主　敏樹 ぢぬし　としき 男 神戸大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 千葉　恵美子 ちば　えみこ 女 大阪大学大学院高等司法研究科教授 法学

8年 千葉　一裕 ちば　かずひろ 男 東京農工大学学長 食料科学

5年 千葉　柾司 ちば　まさし 男
東北大学大学院理学研究科天文学専攻
教授

物理学

5年 茶山　一彰 ちゃやま　かずあき 男
広島大学大学院医歯薬保健学研究院教
授

臨床医学

8年 張　勁 ちょう　けい 女 富山大学教授 地球惑星科学 環境学

5年 塚田　竹美 つかだ　たけみ 女
（株）本田技術研究所四輪R&Dセンター統
合制御開発室ADブロック

機械工学

5年 塚原　健一 つかはら　けんいち 男 九州大学工学研究院教授 土木工学・建築学

5年 束村　博子 つかむら　ひろこ 女
名古屋大学大学院生命農学研究科教授・
名古屋大学副理事

食料科学 農学

8年 塚谷　裕一 つかや　ひろかず 男 東京大学大学院理学系研究科教授 基礎生物学

5年 月田　早智子 つきた　さちこ 女
帝京大医戦略的イノベーション研究セン
ター教授

基礎生物学

5年 月橋　文孝 つきはし　ふみたか 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科
物質系専攻教授

材料工学

5年 佃　栄吉 つくだ　えいきち 男
国立研究開発法人産業技術総合研究所
特別顧問

地球惑星科学 環境学

8年 柘植　あづみ つげ　あづみ 女 明治学院大学社会学部教授 社会学

5年 柘植　綾夫 つげ　あやお 男 日本工学会元会長・顧問 機械工学 総合工学

5年 津﨑　兼彰 つざき　かねあき 男
九州大学大学院工学研究院機械工学部
門主幹教授

材料工学

8年 辻　和希 つじ　かずき 男 琉球大学農学部教授 統合生物学

5年 辻　琢也 つじ　たくや 男 一橋大学理事・副学長 政治学

5年 辻　康夫 つじ　やすお 男 北海道大学公共政策学連携研究部教授 政治学
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5年 辻　佳子 つじ　よしこ 女 東京大学教授 総合工学

8年 辻田　淳一郎 つじた　じゅんいちろう 男 九州大学大学院人文科学研究院准教授 史学

5年 辻本　壽 つじもと　ひさし 男 鳥取大学乾燥地研究センター教授 農学 基礎生物学

5年 津田　俊隆 つだ　としたか 男 早稲田大学研究員客員教授 電気電子工学

8年 津田　敏隆 つだ　としたか 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構理事

地球惑星科学 電気電子工学

5年 土屋　太祐 つちや　たいすけ 男
新潟大学人文社会・教育科学系（経済学
部）准教授

哲学

8年 筒井　淳也 つつい　じゅんや 男 立命館大学産業社会学部教授 社会学

5年 筒井　義郎 つつい　よしろう 男 甲南大学経済学部特任教授 経済学

5年 都築　和代 つづき　かずよ 女
豊橋技術科学大学大学院工学研究科教
授

健康・生活科学 土木工学・建築学

5年 續　輝久 つづき　てるひさ 男 九州大学名誉教授 基礎医学

5年 堤　伸浩 つつみ　のぶひろ 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

農学

5年 堤　英敬 つつみ　ひでのり 男 香川大学法学部教授 政治学

5年 堤　康央 つつみ　やすお 男 大阪大学大学院薬学研究科教授 薬学 健康・生活科学

8年 恒川　篤史 つねかわ　あつし 男 鳥取大学乾燥地研究センター教授 環境学 農学

8年 常田　佐久 つねた　さく 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構国立天文台台長

物理学

5年 常行　真司 つねゆき　しんじ 男 東京大学大学院理学系研究科教授 物理学

8年 恒吉　僚子 つねよし　りょうこ 女 東京大学教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 角田　猛之 つのだ　たけし 男 関西大学法学部教授 法学

5年 椿　範立 つばき　のりたつ 男
富山大学大学院理工学研究部（工学）教
授

化学

5年 椿　広計 つばき　ひろえ 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構理事、統計数理研究所長

数理科学 総合工学

8年 椿　美智子 つばき　みちこ 女
電気通信大学大学院情報理工学研究科
情報学専攻教授

情報学 数理科学

8年 鍔田　武志 つばた　たけし 男 東京医科歯科大学難治疾患研究所教授 基礎医学

8年 坪井　俊 つぼい　たかし 男 武蔵野大学工学部特任教授 数理科学

8年 津谷　典子 つや　のりこ 女 慶應義塾大学教授 経済学

5年 水流　聡子 つる　さとこ 女 東京大学大学院工学系研究科特任教授 総合工学 健康・生活科学

5年 都留　稔了 つる　としのり 男 広島大学大学院工学研究科教授 化学

8年 鶴見　敬章 つるみ　たかあき 男 東京工業大学物質理工学院材料系教授 材料工学

8年 寺井　公子 てらい　きみこ 女 慶應義塾大学経済学部教授 経済学
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8年 寺北　明久 てらきた　あきひさ 男
大阪市立大学大学院理学研究科教授・理
学研究科長副研究科長

基礎生物学

5年 寺崎　一郎 てらさき　いちろう 男 名古屋大学理学研究科教授 物理学 総合工学

5年 寺崎　哲也 てらさき　てつや 男 東北大学大学院教授 薬学

8年 寺田　眞浩 てらだ　まさひろ 男
東北大学大学院理学研究科化学専攻教
授

化学

5年 寺田　幸弘 てらだ　ゆきひろ 男
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
機能展開医学系産婦人科学講座教授

臨床医学

5年 寺西　利治 てらにし　としはる 男 京都大学化学研究所教授 化学

5年 天童　睦子 てんどう　むつこ 女 宮城学院女子大学一般教育部教授 心理学・教育学 社会学

5年 土井　健司 どい　けんじ 男 関西学院大学神学部教授 哲学

5年 土井　健史 どい　たけふみ 男 大阪大学大学院薬学研究科長・教授 薬学 基礎生物学

8年 土居　丈朗 どい　たけろう 男 慶應義塾大学経済学部教授 経済学

8年 土井　政和 どい　まさかず 男 九州大学名誉教授 法学

5年 土井　美和子 どい　みわこ 女
国立研究開発法人情報通信研究機構監
事、奈良先端科学技術大学院大学理事

情報学 電気電子工学

5年 藤　也寸志 とう　やすし 男
独立行政法人国立病院機構九州がんセ
ンター院長

臨床医学 基礎医学

5年 道垣内　正人 どうがうち　まさと 男
早稲田大学大学院法務研究科教授、東京
大学名誉教授

法学

5年 東原　和成 とうはら　かずしげ 男
東京大学大学院農学生命科学研究科応
用生命化学専攻教授

食料科学 基礎生物学

5年 遠野　雅徳 とおの　まさのり 男
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構中央農業研究センター主任研
究員

食料科学 農学

8年 富樫　かおり とがし　かおり 女 京都大学名誉教授 臨床医学

5年 土岐　祐一郎 どき　ゆういちろう 男
大阪大学大学院医学系研究科消化器外
科教授

臨床医学

8年 時任　静士 ときとう　しずお 男
山形大学有機エレクトロニクス研究セン
ター長・卓越研究教授

材料工学 電気電子工学

8年 徳賀　芳弘 とくが　よしひろ 男 京都大学教授 経営学

8年 徳田　英幸 とくだ　ひでゆき 男
国立研究開発法人情報通信研究機構理
事長/慶應義塾大学名誉教授

情報学

5年 德地　直子 とくち　なおこ 女
京都大学フィールド科学教育研究センター
教授

農学 環境学

5年 徳永　えり子 とくなが　えりこ 女
独立行政法人国立病院機構九州がんセ
ンター乳腺科部長

臨床医学

8年 徳永　勝士 とくなが　かつし 男
国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンターゲノム医科学プロジェクトプロジェク
ト長

基礎医学

8年 德永　万喜洋 とくなが　まきお 男 東京工業大学生命理工学院教授 基礎生物学

5年 德山　英利 とくやま　ひでとし 男 東北大学大学院薬学研究科教授 化学 薬学

8年 所　裕子 ところ　ひろこ 女
筑波大学大学院数理物質科学研究科教
授

化学 物理学
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8年 戸田山　和久 とだやま　かずひさ 男 名古屋大学大学院情報学研究科教授 哲学

8年 都丸　潤子 とまる　じゅんこ 女 早稲田大学政治経済学術院教授 政治学

8年 富永　依里子 とみなが　よりこ 女
広島大学大学院先進理工系科学研究科
講師

電気電子工学

8年 富安　亮子 とみやす　りょうこ 女
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
准教授

数理科学

5年 友枝　敏雄 ともえだ　としお 男
大阪大学未来戦略機構特任教授、大阪大
学名誉教授

社会学

5年 友永　雅己 ともなが　まさき 男 京都大学霊長類研究所教授 心理学・教育学 統合生物学

8年 戸谷　圭子 とや　けいこ 女
明治大学専門職大学院グローバルビジネ
ス研究科教授

経営学 情報学

5年 戸山　芳昭 とやま　よしあき 男
慶應義塾大学名誉教授、一般財団法人国
際医学情報センター理事長

臨床医学

5年 豊崎　七絵 とよさき　ななえ 女 九州大学大学院法学研究院教授 法学

5年 豊島　明子 とよしま　あきこ 女 南山大学大学院法務研究科教授 法学

8年 豊島　陽子 とよしま　ようこ 女 東京大学大学院総合文化研究科教授 基礎生物学

5年 豊田　光世 とよだ　みつよ 女
新潟大学朱鷺・自然再生学研究センター
准教授

哲学 環境学

5年 鳥養　映子 とりかい　えいこ 女 山梨大学名誉教授 物理学

5年 鳥飼　玖美子 とりかい　くみこ 女 立教大学名誉教授 言語・文学

5年 鳥澤　健太郎 とりさわ　けんたろう 男
国立研究開発法人情報通信研究機構
データ駆動知能システム研究センター長

情報学

8年 内藤　忍 ないとう　しの 女
独立行政法人労働政策研究・研修機構副
主任研究員

法学

8年 内藤　俊雄 ないとう　としお 男
愛媛大学大学院理工学研究科環境機能
科学専攻教授

化学

5年 内藤　廣 ないとう　ひろし 男 建築家、東京大学名誉教授 土木工学・建築学

8年 直江　清隆 なおえ　きよたか 男 東北大学大学院文学研究科教授 哲学

5年 仲　真紀子 なか　まきこ 女
立命館大学総合心理学部教授、北海道大
学名誉教授

心理学・教育学

5年 永井　亜希子 ながい　あきこ 女 愛知学院大学歯学部解剖学講座准教授 材料工学

8年 永井　健治 ながい　たけはる 男 大阪大学産業科学研究所教授 基礎生物学 統合生物学

5年 永井　正夫 ながい　まさお 男
一般財団法人日本自動車研究所・顧問、
東京農工大学名誉教授

機械工学 総合工学

5年 永井　由佳里 ながい　ゆかり 女
北陸先端科学技術大学院大学先端科学
技術研究科（ヒューマンライフデザイン領
域）教授

情報学 哲学

7年 永井　良三 ながい　りょうぞう 男 自治医科大学学長 臨床医学

5年 永江　知文 ながえ　ともふみ 男 京都大学大学院理学研究科教授 物理学

8年 中尾　彰宏 なかお　あきひろ 男 東京大学大学院情報学環教授 情報学
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8年 中川　晋一 なかがわ　しんいち 男
一般社団法人情報通信医学研究所代表
理事・所長

健康・生活科学 情報学

8年 中川　八穂子 なかがわ　やおこ 女
株式会社日立製作所研究開発グループシ
ニアプロジェクトマネージャ

情報学

8年 中川　善典 なかがわ　よしのり 男
高知工科大学経済・マネジメント学群准教
授

環境学 土木工学・建築学

8年 中小路　久美代 なかこうじ　くみよ 女 公立はこだて未来大学教授 情報学

8年 永崎　研宣 ながさき　きよのり 男
一般財団法人人文情報学研究所主席研
究員

哲学 情報学

5年 長里　千香子 ながさと　ちかこ 女
北海道大学北方生物圏フィールド科学セ
ンター水圏ステーション室蘭臨海実験所
准教授

基礎生物学

5年 中里　雅光 なかざと　まさみつ 男
宮崎大学医学部内科学講座・神経呼吸内
分泌代謝学分野教授

基礎医学 臨床医学

5年 中里見　博 なかさとみ　ひろし 男
大阪電気通信大学工学部人間科学研究
センター教授

法学

8年 中澤　俊輔 なかざわ　しゅんすけ 男 秋田大学教育文化学部准教授 政治学

5年 中澤　高志 なかざわ　たかし 男 明治大学経営学部教授 地域研究

8年 中嶋　敦 なかじま　あつし 男 慶應義塾大学理工学部教授 化学

8年 仲嶋　一範 なかじま　かずのり 男 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学 基礎生物学

5年 中島　聡美 なかじま　さとみ 女 武蔵野大学人間科学部人間科学科教授 臨床医学 心理学・教育学

5年 中島　隆博 なかじま　たかひろ 男 東京大学東洋文化研究所教授 哲学

8年 中島　映至 なかじま　てるゆき 男
国立研究開発法人国立環境研究所シニア
アドバイザー

地球惑星科学

8年 中島　直樹 なかしま　なおき 男
九州大学病院メディカル・インフォメーショ
ンセンター教授・センター長

臨床医学 情報学

5年 中嶋　英雄 なかじま　ひでお 男
岩谷産業株式会社技術顧問／大阪大学
名誉教授

材料工学 総合工学

8年 中島　美紀 なかじま　みき 女
金沢大学ナノ生命科学研究所（薬学系兼
任）教授

薬学

8年 中島　裕美子 なかじま　ゆみこ 女
国立研究開発法人産業技術総合研究所
研究チーム長

化学

8年 永瀬　伸子 ながせ　のぶこ 女 お茶の水女子大学基幹研究院教授 経済学

5年 中田　薫 なかた　かおる 女
国立研究開発法人水産研究・教育機構理
事

食料科学

8年 中田　節也 なかだ　せつや 男
国立研究開発法人防災科学技術研究所
火山研究推進センター長

地球惑星科学

5年 永田　知里 ながた　ちさと 女 岐阜大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

8年 長田　典子 ながた　のりこ 女
関西学院大学理工学部人間システム工学
科教授

情報学

5年 中田　喜万 なかだ　よしかず 男 学習院大学法学部政治学科教授 政治学

8年 中谷　文美 なかたに　あやみ 女 岡山大学教授 地域研究

8年 中谷　和弘 なかたに　かずひろ 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学

8年 中谷　美穂 なかたに　みほ 女 明治学院大学法学部政治学科教授 政治学
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8年 永次　史 ながつぎ　ふみ 女 東北大学多元物質科学研究所教授 薬学 化学

5年 中坪　史典 なかつぼ　ふみのり 男 広島大学大学院教育学研究科准教授 心理学・教育学

5年 中西　友子 なかにし　ともこ 女
東京大学大学院農学生命科学研究科特
任教授、東京大学名誉教授

農学 食料科学

5年 中西　寛子 なかにし　ひろこ 女 成蹊大学名誉教授 数理科学

8年 中西　真 なかにし　まこと 男 東京大学医科学研究所教授 基礎医学

5年 中西　嘉宏 なかにし　よしひろ 男
京都大学東南アジア地域研究研究所准教
授

地域研究 政治学

5年 中西　和嘉 なかにし　わか 女
国立研究開発法人物質・材料研究機構機
能性材料研究拠点・分子機能化学グルー
プ主任研究員

化学

5年 中野　明彦 なかの　あきひこ 男
国立研究開発法人理化学研究所 光量子
工学研究センター 副センター長

基礎生物学

8年 中野　聡 なかの　さとし 男 一橋大学学長 史学 地域研究

5年 中野　伸一 なかの　しんいち 男 京都大学生態学研究センター長 統合生物学

8年 中野　隆史 なかの　たかし 男
国立研究開発法人量子科学技術研究開
発機構量子医学・医療部門長

臨床医学

8年 中野　貴志 なかの　たかし 男 大阪大学核物理研究センター教授 健康・生活科学

5年 中野　貴由 なかの　たかよし 男
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生
産科学専攻教授

材料工学

5年 長野　哲雄 ながの　てつお 男
東京大学名誉教授、東京大学創薬機構客
員教授

薬学

8年 中野　裕美 なかの　ひろみ 女
豊橋技術科学大学教育研究基盤センター
教授・学長特別補佐

材料工学

5年 永野　正行 ながの　まさゆき 男 東京理科大学理工学部建築学科教授 土木工学・建築学

8年 中野　美由紀 なかの　みゆき 女 津田塾大学教授 情報学 電気電子工学

8年 中野　有紀子 なかの　ゆきこ 女 成蹊大学理工学部情報科学科教授 情報学

5年 中畑　龍俊 なかはた　たつとし 男
京都大学iPS細胞研究所顧問・特定拠点
教授・創薬技術開発室室長

臨床医学

5年 中畑　雅行 なかはた　まさゆき 男 東京大学宇宙線研究所教授 物理学

5年 永原　陽子 ながはら　ようこ 女 京都大学大学院文学研究科教授 地域研究 史学

5年 中丸 麻由子 なかまる　まゆこ 女 東京工業大学環境・社会理工学院准教授 統合生物学

8年 中溝　和弥 なかみぞ　かずや 男
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究
研究科教授

地域研究

8年 中村　栄一 なかむら　えいいち 男 東京大学総括プロジェクト機構特別教授 化学

5年 中村　桂子 なかむら　けいこ 女
東京医科歯科大学大学院国際保健医療
事業開発学教授

基礎医学 環境学

8年 中村　浩一 なかむら　こういち 男
徳島大学大学院社会産業理工学研究部
理工学域教授

材料工学

5年 中村　さやか なかむら　さやか 女 名古屋大学大学院経済学研究科准教授 経済学

8年 中村　誠司 なかむら　せいじ 男
九州大学大学院歯学研究院教授・歯学研
究院長・歯学府長・歯学部長

歯学

物理学
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7年 中村　崇 なかむら　たかし 男 東北大学　名誉教授

8年 中村　高康 なかむら　たかやす 男 東京大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 中村　卓郎 なかむら　たくろう 男
公益財団法人がん研究会がん研究所副
所長

基礎医学 基礎生物学

8年 中村　春木 なかむら　はるき 男 大阪大学名誉教授 基礎生物学

8年 中村　尚 なかむら　ひさし 男
東京大学先端科学技術研究センター副所
長・教授

地球惑星科学 環境学

5年 中村　征樹 なかむら　まさき 男 大阪大学全学教育推進機構准教授 哲学 史学

5年 中村　正人 なかむら　まさと 男
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所太陽系科学研究系教
授

地球惑星科学

8年 中村　雅也 なかむら　まさや 男
慶應義塾大学医学部整形外科学教室教
授

臨床医学 基礎医学

5年 中村　元哉 なかむら　もとや 男
東京大学大学院総合文化研究科・教養学
部准教授

史学 地域研究

5年 中村　優美子 なかむら　ゆみこ 女
産業技術総合研究所創エネルギー研究
部門総括研究主幹

材料工学

5年 中村　佳正 なかむら　よしまさ 男 京都大学大学院情報学研究科教授 数理科学

8年 中谷　友樹 なかや　ともき 男
東北大学大学院環境科学研究科先端環
境創成学専攻教授

地域研究

8年 中山　啓子 なかやま　けいこ 女 東北大学医学系研究科教授 基礎医学

5年 中山　淳 なかやま　じゅん 男 信州大学医学部分子病理学教室教授 基礎医学

8年 中山　健夫 なかやま　たけお 男
京都大学大学院医学研究科社会健康医
学系専攻健康情報学分野教授

健康・生活科学 臨床医学

8年 中山　俊憲 なかやま　としのり 男 千葉大学大学院医学研究院教授 基礎医学

8年 中山　智祥 なかやま　ともひろ 男
日本大学医学部病態病理学系臨床検査
医学分野教授

臨床医学

5年 中山　迅 なかやま　はやし 男 宮崎大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

8年 中山　竜一 なかやま　りゅういち 男 大阪大学大学院法学研究科長・法学部長 法学

5年 名古　道功 なこ　みちたか 男 金沢大学人間社会研究域法学系教授 法学

5年 那須　清吾 なす　せいご 男 高知工科大学学長特別補佐 総合工学 土木工学・建築学

5年 那須　民江 なす　たみえ 女
中部大学生命健康科学部特任教授、名古
屋大学名誉教授

健康・生活科学 環境学

8年 那須　保友 なす　やすとも 男
岡山大学理事・副学長、泌尿器病態学教
授

臨床医学

5年 灘本　明代 なだもと　あきよ 女 甲南大学知能情報学部教授 情報学

8年 名取　良太 なとり　りょうた 男 関西大学総合情報学部教授 政治学

5年 鍋倉　淳一 なべくら　じゅんいち 男 自然科学研究機構生理学研究所教授 基礎医学

5年 成田　吉徳 なるた　よしのり 男 九州大学名誉教授 化学

5年 名和　豊春 なわ　とよはる 男 北海道大学総長 土木工学・建築学
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8年 南條　正巳 なんじょう　まさみ 男 東北大学名誉教授 農学

8年 難波　啓一 なんば　けいいち 男
国立研究開発法人理化学研究所放射光
科学研究センター副センター長

基礎生物学

5年 新野　宏 にいの　ひろし 男 東京大学大気海洋研究所客員教授 地球惑星科学

5年 二階堂　敏雄 にかいどう　としお 男 富山大学理事・副学長 基礎医学 基礎生物学

8年 西　希代子 にし　きよこ 女 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 法学

8年 西　真弓 にし　まゆみ 女 奈良県立医科大学医学部医学科教授 基礎医学

5年 西岡　加名恵 にしおか　かなえ 女 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 西岡　安彦 にしおか　やすひこ 男
徳島大学大学院医歯薬学研究部呼吸器・
膠原病内科学分野教授

臨床医学

5年 西川　惠子 にしかわ　けいこ 女 豊田理化学研究所 フェロー 化学

8年 西川　伸一 にしかわ　しんいち 男 明治大学政治経済学部教授 政治学

8年 西澤　真理子 にしざわ　まりこ 女 株式会社リテラジャパン代表取締役 社会学 心理学・教育学

5年 西澤　洋子 にしざわ　ようこ 女
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構生物機能利用研究部門遺伝
子利用基盤研究領域組換え作物技術開

農学

5年 西嶋　一欽 にしじま　かずよし 男 京都大学防災研究所准教授 土木工学・建築学

8年 西田　治文 にしだ　はるふみ 男 中央大学理工学部生命科学科教授 統合生物学 地球惑星科学

5年 西田　宏記 にしだ　ひろき 男 大阪大学大学院理学研究科教授 基礎生物学

8年 西谷　和彦 にしたに　かずひこ 男 神奈川大学理学部教授 基礎生物学

8年 西谷　公孝 にしたに　きみたか 男 神戸大学経済経営研究所教授 経営学

5年 西谷　友重 にしたに　ともえ 女
国立循環器病研究センター分子生理部室
長

基礎医学

8年 西谷　祐子 にしたに　ゆうこ 女 京都大学大学院法学研究科教授 法学

5年 西野　吉則 にしの　よしのり 男 北海道大学電子科学研究所教授 物理学 総合工学

8年 西原　祥子 にしはら　しょうこ 女
創価大学理工学研究科生命理学専攻教
授・研究科長

基礎生物学 基礎医学

8年 西村　いくこ にしむら　いくこ 女
甲南大学理工学部生物科学科特別客員
教授

基礎生物学

5年 西村　和雄 にしむら　かずお 男 神戸大学経済経営研究所特命教授 経済学

8年 西村　直子 にしむら　なおこ 女 立命館大学食マネジメント学部教授 経済学

8年 西村　訓弘 にしむら　のりひろ 男 三重大学副学長・教授 経営学 基礎生物学

5年 西村　賀子 にしむら　よしこ 女 名古屋大学非常勤講師 言語・文学

5年 西山　忠男 にしやま　ただお 男 熊本大学先端科学研究部理学系教授 地球惑星科学

5年 西山　真 にしやま　まこと 男 東京大学生物生産工学研究センター教授 食料科学 農学
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8年 新田　一郎 にった　いちろう 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学 史学

8年 二宮　周平 にのみや　しゅうへい 男 立命館大学法学部教授 法学

5年 仁平　義明 にへい　よしあき 男 星槎大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 庭山　聡美 にわやま　さとみ 女
室蘭工業大学大学院工学研究科環境創
生工学系化学生物工学コース教授

化学 薬学

8年 糠塚　康江 ぬかつか　やすえ 女 東北大学名誉教授 法学

8年 沼田　英治 ぬまた　ひではる 男 京都大学大学院理学研究科教授 基礎生物学

8年 沼野　充義 ぬまの　みつよし 男 名古屋外国語大学副学長 言語・文学 地域研究

8年 根本　香絵 ねもと　かえ 女
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立情報学研究所教授

物理学 総合工学

5年 納口　るり子 のうぐち　るりこ 女 筑波大学生命環境系教授 農学

8年 納富　信留 のうとみ　のぶる 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学

5年 納富　雅也 のうとみ　まさや 男
日本電信電話株式会社物性科学基礎研
究所上席特別研究員

総合工学 物理学

8年 野家　啓一 のえ　けいいち 男 東北大学名誉教授、立命館大学客員教授 哲学

5年 野口　和彦 のぐち　かずひこ 男
横浜国立大学リスク共生社会創造セン
ター長、大学院環境情報研究院教授

総合工学

5年 野口　定久 のぐち　さだひさ 男 日本福祉大学大学院特別任用教授 社会学

8年 野口　伸 のぐち　のぼる 男
北海道大学大学院農学研究院副研究院
長・教授

食料科学 農学

8年 野澤　祥子 のざわ　さちこ 女
東京大学大学院教育学研究科附属発達
保育実践政策学センター准教授

心理学・教育学

8年 野地　博行 のじ　ひろゆき 男
東京大学大学院工学系研究科応用化学
専攻 教授

基礎生物学

8年 野田　昌吾 のだ　しょうご 男 大阪市立大学大学院法学研究科教授 政治学

5年 野田　優 のだ　すぐる 男 早稲田大学理工学術院教授 化学

8年 野田　進 のだ　すすむ 男 京都大学工学研究科・教授 電気電子工学

5年 野田　岳志 のだ　たけし 男
京都大学ウイルス・再生医科学研究所教
授

基礎医学

8年 野田　哲生 のだ　てつお 男
公益財団法人がん研究会代表理事・がん
研究所所長

基礎医学

5年 野林　厚志 のばやし　あつし 男
国立民族学博物館学術資源研究開発セ
ンター教授

地域研究 史学

5年 野原　恵子 のはら　けいこ 女
国立研究開発法人国立環境研究所環境
リスク・健康研究センターフェロー

健康・生活科学 基礎医学

5年 野呂　充 のろ　みつる 男 大阪大学大学院高等司法研究科教授 法学

5年 芳賀　猛 はが　たけし 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

食料科学

8年 芳賀　信彦 はが　のぶひこ 男
東京大学大学院医学系研究科リハビリ
テーション医学分野教授

臨床医学



任期
満了
年

氏　名 ふりがな
性
別

所属・職名 専門分野

8年 萩島　理 はぎしま　あや 女 九州大学大学院総合理工学研究院教授 土木工学・建築学

5年 萩谷　昌己 はぎや　まさみ 男
東京大学大学院情報理工学系研究科教
授

情報学

8年 萩原　篤志 はぎわら　あつし 男
長崎大学総合生産科学域水産・環境科学
総合研究科研究科長・水産学部長・教授

食料科学

4年 萩原　一郎 はぎわら　いちろう 男
明治大学研究・知財戦略機構・特任教授、
東京工業大学名誉教授

総合工学 機械工学

8年 萩原　正敏 はぎわら　まさとし 男
京都大学大学院医学研究科形態形成機
構学教室教授

基礎医学 基礎生物学

5年 箱田　裕司 はこだ　ゆうじ 男 京都女子大学発達教育学部教授 心理学・教育学

5年 橋口　公一 はしぐち　こういち 男
エムエスシーソフトウェア株式会社技術顧
問、九州大学名誉教授

食料科学 機械工学

8年 橋本　禅 はしもと　しずか 男
東京大学大学院農学生命科学研究科准
教授・未来ビジョン研究センター准教授

環境学 農学

5年 橋本　隆子 はしもと　たかこ 女
千葉商科大学経済研究所所長、商経学部
教授

情報学

5年 橋本　毅彦 はしもと　たけひこ 男 東京大学大学院総合文化研究科教授 史学

5年 橋本　雄一 はしもと　ゆういち 男 北海道大学大学院文学研究科教授 地域研究

5年 橋本　優子 はしもと　ゆうこ 女
福島県立医科大学医学部病理病態診断
学教授

基礎医学 臨床医学

8年 橋本　祐子 はしもと　ゆうこ 女 龍谷大学法学部法律学科教授 法学

5年 長谷河　亜希子 はせがわ　あきこ 女 弘前大学人文社会科学部准教授 法学

5年 長谷川　美貴 はせがわ　みき 女 青山学院大学教授 化学

8年 長谷川　好規 はせがわ　よしのり 男
独立行政法人国立病院機構理事名古屋
医療センター院長

臨床医学

8年 長谷部　徳子 はせべ　のりこ 女
金沢大学環日本海域環境研究センター教
授

地球惑星科学

8年 長谷部　光泰 はせべ　みつやす 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構基礎生物学研究所教授

基礎生物学

5年 長谷山　美紀 はせやま　みき 女 北海道大学大学院情報科学研究科教授 情報学

8年 畠　義郎 はた　よしお 男 鳥取大学医学部生命科学科・教授 基礎医学

8年 波多野　睦子 はたの　むつこ 女 東京工業大学工学院電気電子系　教授 電気電子工学

8年 波多野　隆介 はたの　りゅうすけ 男 北海道大学大学院農学研究院特任教授 農学

8年 幡谷　則子 はたや　のりこ 女 上智大学外国語学部教授 地域研究 社会学

8年 服部　久美子 はっとり　くみこ 女 東京都立大学大学院理学系研究科教授 数理科学

5年 花木　啓祐 はなき　けいすけ 男 東洋大学情報連携学部教授 環境学 土木工学・建築学

8年 花村　克悟 はなむら　かつのり 男 東京工業大学工学院教授 機械工学

8年 花輪　公雄 はなわ　きみお 男
東北大学名誉教授・客員研究者・非常勤
講師

地球惑星科学

5年 羽入　佐和子 はにゅう　さわこ 女
お茶の水女子大学名誉教授、国立国会図
書館長

哲学
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8年 馬場　一美 ばば　かずよし 男 昭和大学教授 歯学

5年 羽場　久美子 はば　くみこ 女
青山学院大学大学院国際政治経済学研
究科教授

政治学 地域研究

5年 馬場　俊彦 ばば　としひこ 男 横浜国立大学工学研究院教授 総合工学

5年 馬場　悠男 ばば ひさお 男 国立科学博物館名誉研究員 統合生物学

5年 馬場口　登 ばばぐち　のぼる 男 大阪大学大学院工学研究科教授 情報学 電気電子工学

8年 浜口　伸明 はまぐち　のぶあき 男 神戸大学経済経営研究所教授 経済学 地域研究

8年 濱島　ちさと はましま　ちさと 女 帝京大学医療技術学部看護学科教授 臨床医学 健康・生活科学

5年 浜田　博文 はまだ　ひろふみ 男 筑波大学人間系教授 心理学・教育学

8年 早川　眞一郎 はやかわ　しんいちろう 男 専修大学法科大学院教授 法学

5年 早川　誠 はやかわ　まこと 男 立正大学法学部教授 政治学

5年 早川　操 はやかわ　みさお 男 椙山女学園大学教育学部教授 心理学・教育学

8年 林　朗子 はやし　あきこ 女
国立研究開発法人理化学研究所脳神経
科学研究センター多階層精神疾患研究
チームチームリーダー

臨床医学 　

5年 林　茂生 はやし　しげお 男
理化学研究所多細胞システム形成研究セ
ンターチームリーダー

基礎生物学

5年 林　秀弥 はやし　しゅうや 男
名古屋大学大学院法学研究科教授、同ア
ジア共創教育研究機構教授（学内兼任）

法学

8年 林　隆之 はやし　たかゆき 男 政策研究大学院大学教授 心理学・教育学 総合工学

5年 林　徹 はやし　とおる 男
放送大学東京文京学習センター所長（特
任教授）

言語・文学

8年 林　春男 はやし　はるお 男
国立研究開発法人防災科学技術研究所
理事長

土木工学・建築学 心理学・教育学

8年 林　真貴子 はやし　まきこ 女 近畿大学法学部教授 法学

5年 林　正彦 はやし　まさひこ 男 日本学術振興会ボン研究連絡センター長 物理学 地球惑星科学

5年 林　幸 はやし　みゆき 女
東京工業大学物質理工学院材料系准教
授

材料工学

5年 林　裕子 はやし　ゆうこ 女
山口大学大学院技術経営研究科教授（特
命）

基礎医学 経営学

5年 林　由起子 はやし　ゆきこ 女 東京医科大学病態生理学分野主任教授 基礎医学 臨床医学

8年 林部　均 はやしべ　ひとし 男
大学共同利用機関法人人間文化研究機
構国立歴史民俗博物館研究部教授・副館
長

史学

5年 羽山　広文 はやま　ひろふみ 男 北海道大学教授 土木工学・建築学 環境学

8年 速水　洋子 はやみ　ようこ 女 京都大学東南アジア地域研究研究所教授 地域研究

5年 原　純輔 はら　じゅんすけ 男 東北大学名誉教授 社会学

5年 原　寿郎 はら　としろう 男 福岡市立こども病院院長 臨床医学 健康・生活科学
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8年 原　良憲 はら　よしのり 男 京都大学経営管理大学院・教授 経営学 情報学

8年 原田　悦子 はらだ　えつこ 女 筑波大学人間系教授 心理学・教育学 情報学

8年 原田　尚美 はらだ　なおみ 女
国立研究開発法人海洋研究開発機構セ
ンター長

地球惑星科学

5年 原田　博司 はらだ　ひろし 男
京都大学大学院情報学研究科通信情報
システム専攻教授

電気電子工学

8年 原田　正樹 はらだ　まさき 男 日本福祉大学副学長 社会学

8年 原田　慶恵 はらだ　よしえ 女 大阪大学蛋白質研究所教授 基礎生物学

5年 原山　優子 はらやま　ゆうこ 女 東北大学名誉教授 心理学・教育学 経済学

8年 坂内　博子 ばんない　ひろこ 女 早稲田大学理工学術院教授 基礎生物学 基礎医学

5年 日置　光久 ひおき　みつひさ 男
東京大学海洋アライアンス海洋教育促進
研究センター特任教授

心理学・教育学 環境学

8年 東野　輝夫 ひがしの　てるお 男 大阪大学大学院情報科学研究科教授 情報学

5年 東山　哲也 ひがしやま　てつや 男
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分
子研究所教授

基礎生物学

5年 樋口　恒彦 ひぐち　つねひこ 男 名古屋市立大学大学院薬学研究科教授 薬学 化学

5年 彦坂　晶子 ひこさか　しょうこ 女 千葉大学園芸学研究科准教授 農学

8年 久堀　徹 ひさぼり　とおる 男
東京工業大学科学技術創成研究院化学
生命科学研究所教授

基礎生物学

5年 菱沼　典子 ひしぬま　みちこ 女 三重県立看護大学理事長・学長 健康・生活科学

5年 樋田　京子 ひだ　きょうこ 女 北海道大学大学院歯学研究院教授 歯学 基礎医学

5年 肥塚　直美 ひづか　なおみ 女 東京女子医科大学・理事 臨床医学

5年 人見　剛 ひとみ　たけし 男 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学

8年 日比谷　紀之 ひびや　としゆき 男
東京大学大学院理学系研究科地球惑星
科学専攻教授

地球惑星科学

5年 氷見山　幸夫 ひみやま　ゆきお 男 北海道教育大学名誉教授 地球惑星科学 環境学

8年 姫岡　とし子 ひめおか　としこ 女 東京大学名誉教授 史学

5年 姫野　誠一郎 ひめの　せいいちろう 男 徳島文理大学薬学部教授 薬学 健康・生活科学

8年 俵木　悟 ひょうき　さとる 男 成城大学文芸学部教授 地域研究

5年 兵藤　友博 ひょうどう　ともひろ 男 立命館大学経営学部教授 史学

8年 平井　宏和 ひらい　ひろかず 男
群馬大学大学院医学系研究科脳神経再
生医学分野教授

基礎医学

8年 平井　みどり ひらい　みどり 女 兵庫県赤十字血液センター所長 薬学

5年 平尾　明子 ひらお　あきこ 女 株式会社東芝研究開発センター技監 総合工学

5年 平尾　雅彦 ひらお　まさひこ 男 東京大学大学院工学系研究科教授 総合工学 環境学
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5年 開本　浩矢 ひらきもと　ひろや 男 大阪大学大学院経済学研究科教授 経営学

8年 平沢　晃 ひらさわ　あきら 男
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病
態制御科学専攻腫瘍制御学講座教授

臨床医学 健康・生活科学

5年 平田　貞代 ひらた　さだよ 女 芝浦工業大学准教授 総合工学 心理学・教育学

5年 平田　たつみ ひらた　たつみ 女
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構国立遺伝学研究所教授

基礎生物学

5年 平田　直 ひらた　なおし 男
東京大学地震研究所教授、地震予知セン
ター長

地球惑星科学

5年 平田　典子 ひらた　のりこ 女 日本大学理工学部教授 数理科学

5年 平野　愛弓 ひらの　あゆみ 女
東北大学電気通信研究所教授、東北大学
材料科学高等研究所教授

総合工学

8年 平野　千果子 ひらの　ちかこ 女 武蔵大学人文学部教授 史学

5年 平野　俊夫 ひらの　としお 男 量子科学技術研究開発機構理事長 基礎医学

5年 平本　厚 ひらもと　あつし 男 東北大学名誉教授 経済学

5年 平山　真理 ひらやま　まり 女 白鴎大学法学部教授 法学

8年 飛龍　志津子 ひりゅう　しづこ 女
同志社大学生命医科学部医情報学科教
授

総合工学 統合生物学

8年 広井　良典 ひろい　よしのり 男 京都大学こころの未来研究センター教授 環境学 社会学

5年 廣川　信隆 ひろかわ　のぶたか 男 東京大学医学系研究科特任教授 基礎医学 基礎生物学

8年 廣瀬　真理子 ひろせ　まりこ 女 放送大学客員教授 法学

5年 広田　照幸 ひろた　てるゆき 男 日本大学文理学部教授 心理学・教育学 社会学

5年 広田　知良 ひろた　ともよし 男
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構北海道農業研究センターグ
ループ長 北海道大学客員教授

農学 環境学

5年 廣渡　清吾 ひろわたり　せいご 男 東京大学名誉教授 法学

5年 深尾　京司 ふかお　きょうじ 男 一橋大学経済研究所教授 経済学

5年 深川　美里 ふかがわ　みさと 女 自然科学研究機構国立天文台教授 物理学

5年 深津　武馬 ふかつ　たけま 男
国立研究開発法人産業技術総合研究所
首席研究員

基礎生物学

8年 深堀　聰子 ふかほり　さとこ 女 九州大学教育改革推進本部教授 心理学・教育学

8年 深町　加津枝 ふかまち　かつえ 女 京都大学大学院地球環境学堂准教授 環境学 農学

8年 深見　希代子 ふかみ　きよこ 女 東京薬科大学学長補佐・生命科学部教授 基礎医学

5年 福士　謙介 ふくし　けんすけ 男
東京大学国際高等研究所サステイナビリ
ティ学連携研究機構教授

環境学

8年 福重　元嗣 ふくしげ　もとつぐ 男 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学 数理科学

5年 福嶋　義光 ふくしま　よしみつ 男
信州大学医学部・信州大学特任教授（医
学部）

基礎医学 健康・生活科学

5年 福田　裕穂 ふくだ　ひろお 男
東京大学未来ビジョン研究センター特任
教授

基礎生物学
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5年 福田　洋一 ふくだ　よういち 男 京都大学大学院理学研究科教授 地球惑星科学

8年 福永　香 ふくなが　かおり 女
国立研究開発法人情報通信研究機構電
磁波研究所電磁波応用総合研究室長

電気電子工学 総合工学

8年 福永　伸哉 ふくなが　しんや 男 大阪大学大学院文学研究科教授 史学

5年 福林　徹 ふくばやし　とおる 男 東京有明医療大学特任教授 臨床医学

5年 福村　裕史 ふくむら　ひろし 男
独立行政法人国立高等専門学校機構仙
台高等専門学校長

化学

8年 福本　康秀 ふくもと　やすひで 男
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
教授

数理科学

8年 福山　満由美 ふくやま　まゆみ 女
株式会社日立製作所研究開発グループ
技術戦略室技術統括センタ長

機械工学

8年 藤井　孝藏 ふじい　こうぞう 男 東京理科大学工学部情報工学科教授 機械工学 総合工学

8年 藤井　幸彦 ふじい　ゆきひこ 男
新潟大学脳研究所脳神経外科学分野教
授

臨床医学

8年 藤井　良一 ふじい　りょういち 男
大学共同利用機関法人　情報・システム
研究機構長

地球惑星科学

5年 藤岡　沙都子 ふじおか　さとこ 女 慶應義塾大学専任講師 総合工学 化学

8年 藤川　英華 ふじかわ　えーげ 女 東京工業大学理学院数学系准教授 数理科学

5年 藤﨑　泰正 ふじさき　やすまさ 男
大阪大学大学院情報科学研究科情報数
理学専攻教授

電気電子工学

5年 藤澤　彰英 ふじさわ　あきひで 男 九州大学応用力学研究所教授 物理学

8年 藤澤　健太 ふじさわ　けんた 男 山口大学時間学研究所長・教授 物理学

5年 藤代　一成 ふじしろ　いっせい 男 慶應義塾大学理工学部情報工学科教授 情報学

8年 藤田　修 ふじた　おさむ 男 北海道大学大学院教授 機械工学 総合工学

5年 藤田　香織 ふじた　かおり 女 東京大学大学院工学系研究科准教授 土木工学・建築学

5年 藤田　照典 ふじた　てるのり 男
三井化学（株）シニア・リサーチフェロー、
特別研究室長

化学

5年 藤田　直也 ふじた　なおや 男
公益財団法人がん研究会がん化学療法
センター所長

薬学 基礎医学

5年 藤田　博之 ふじた　ひろゆき 男 東京都市大学　総合研究所　教授 電気電子工学

5年 藤田　眞幸 ふじた　まさき 男 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学 健康・生活科学

5年 藤田　昌久 ふじた　まさひさ 男
京都大学経済研究所特任教授、京都大学
名誉教授

経済学

8年 藤本　俊幸 ふじもと　としゆき 男
国立研究開発法人産業技術総合研究所
計量標準総合センター研究戦略部長

化学

5年 藤原　章正 ふじわら　あきまさ 男 広島大学大学院国際協力研究科教授 土木工学・建築学 環境学

5年 藤原　聡 ふじわら　あきら 男
ＮＴＴ物性科学基礎研究所量子電子物性
研究部長・上席特別研究員

総合工学

5年 藤原　聖子 ふじわら　さとこ 女 東京大学大学院人文社会系研究科教授 哲学

8年 二神　枝保 ふたがみ　しほ 女
横浜国立大学大学院国際社会科学研究
院教授

経営学
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5年 船曳　康子 ふなびき　やすこ 女
京都大学大学院人間・環境学研究科准教
授

臨床医学 健康・生活科学

5年 船水　尚行 ふなみず　なおゆき 男 室蘭工業大学　理事・副学長 土木工学・建築学

8年 古江　美保 ふるえ　みほ 女 株式会社ニコン・シニアフェロー 基礎医学 基礎生物学

5年 古田　和子 ふるた　かずこ 女 慶應義塾大学名誉教授 経済学 史学

5年 古原　忠 ふるはら　ただし 男 東北大学金属材料研究所教授 材料工学

8年 古谷　誠章 ふるや　のぶあき 男 早稲田大学創造理工学部建築学科教授 土木工学・建築学

5年 古屋　正人 ふるや　まさと 男 北海道大学大学院理学研究院教授 地球惑星科学 環境学

8年 古屋敷　智之 ふるやしき　ともゆき 男 神戸大学大学院医学研究科教授 基礎医学

8年 寳金　清博 ほうきん　きよひろ 男 国立大学法人北海道大学総長 臨床医学

5年 星乃　治彦 ほしの　はるひこ 男
福岡大学人文学部歴史学科教授・人文学
部長

史学

8年 保正　友子 ほしょう　ともこ 女 日本福祉大学社会福祉学部教授 社会学

5年 細川　亙 ほそかわ　こう 男 大阪大学医学部形成外科教授 臨床医学

5年 細越　裕子 ほそこし　ゆうこ 女
大阪府立大学大学院理学系研究科物理
科学専攻教授

物理学 化学

5年 細野　秀雄 ほその　ひでお 男
東京工業大学栄誉教授・特命教授、元素
戦略研究センター長

材料工学

8年 細谷　紀子 ほそや　のりこ 女
東京大学大学院医学系研究科疾患生命
工学センター放射線分子医学部門准教授

臨床医学 基礎医学

5年 保立　和夫 ほたて　かずお 男 豊田工業大学 副学長・教授 電気電子工学 総合工学

5年 堀　正二 ほり　まさつぐ 男 大阪国際がんセンター名誉総長 臨床医学

5年 堀　正敏 ほり　まさとし 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

食料科学 基礎医学

5年 堀　勝 ほり　まさる 男 名古屋大学未来社会創造機構教授 総合工学 電気電子工学

8年 堀　宗朗 ほり　むねお 男
国立研究開発法人海洋研究開発機構部
門長

土木工学・建築学

5年 堀　洋一 ほり　よういち 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科
教授

電気電子工学

5年 堀江　正知 ほりえ　せいち 男
産業医科大学産業生態科学研究所産業
保健管理学研究室教授

健康・生活科学

8年 本庄　武 ほんじょう　たけし 男 一橋大学大学院法学研究科教授 法学

5年 本多　滝夫 ほんだ　たきお 男 龍谷大学法学部法律学科教授 法学

5年 本多　佑三 ほんだ　ゆうぞう 男 関西大学総合情報学部名誉教授 経済学

8年 本田　由紀 ほんだ　ゆき 女 東京大学大学院教育学研究科教授 社会学 心理学・教育学

5年 本間　研一 ほんま　けんいち 男 北海道大学名誉教授 基礎医学

8年 本間　香貴 ほんま　こうき 男 東北大学大学院農学研究科教授 農学
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5年 本間　さと ほんま　さと 女
北海道大学脳科学研究教育センター客員
教授

基礎医学

5年 前川　孝昭 まえかわ　たかあき 男 筑波大学名誉教授 農学

5年 前川　知樹 まえかわ　ともき 男
新潟大学医歯学総合研究科高度口腔機
能教育研究センター研究准教授

歯学

5年 前田　香織 まえだ　かおり 女
広島市立大学大学院情報科学研究科教
授

情報学

8年 前田　健康 まえだ　たけやす 男 新潟大学医歯学系教授 歯学 基礎医学

5年 前原　喜彦 まえはら　よしひこ 男 公立学校共済組合九州中央病院 院長 臨床医学

8年 前村　浩二 まえむら　こうじ 男
長崎大学医学部長・生命医科学域循環器
内科学教授

臨床医学

5年 真木　太一 まき　たいち 男 九州大学名誉教授 農学 食料科学

5年 牧里　毎治 まきさと　つねじ 男 関西学院大学名誉教授 社会学

8年 牧野　邦昭 まきの　くにあき 男 摂南大学経済学部教授 経済学 史学

8年 牧原　出 まきはら　いづる 男 東京大学先端科学技術研究センター教授 政治学 史学

5年 真島　秀行 まじま　ひでゆき 男 お茶の水女子大学名誉教授 数理科学

5年 益　一哉 ます　かずや 男 東京工業大学学長 電気電子工学 総合工学

8年 増澤　徹 ますざわ　とおる 男
茨城大学大学院理工学研究科教授・理工
学研究科長・工学部長

機械工学

5年 増田　聡 ますだ　さとる 男 東北大学大学院経済学研究科教授 地域研究 土木工学・建築学

8年 増田　しのぶ ますだ　しのぶ 女
日本大学医学部病態病理学系腫瘍病理
学分野教授

基礎医学

5年 益田　晴恵 ますだ　はるえ 女
大阪市立大学大学院理学研究科生物地
球系専攻教授

地球惑星科学 環境学

5年 間瀬　健二 ませ　けんじ 男 名古屋大学大学院情報学研究科教授 情報学

8年 町村　敬志 まちむら　たかし 男 一橋大学大学院社会学研究科特任教授 社会学

5年 松井　彰彦 まつい　あきひこ 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

8年 松井　知子 まつい　ともこ 女
大学共同利用機関法人 情報・システム研
究機構統計数理研究所研究主幹・教授

情報学 数理科学

5年 松浦　幹太 まつうら　かんた 男 東京大学生産技術研究所教授 情報学

5年 松浦　善治 まつうら　よしはる 男 大阪大学微生物病研究所所長・教授 基礎医学

5年 松浦　良充 まつうら　よしみつ 男 慶應義塾大学文学部教授 心理学・教育学

8年 松尾　亜紀子 まつお　あきこ 女 慶應義塾大学理工学部教授 機械工学

8年 松尾　由賀利 まつお　ゆかり 女 法政大学理工学部教授 物理学 総合工学

8年 松尾　陽 まつお　よう 男
名古屋大学法政国際教育協力研究セン
ター副センター長・教授

法学
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4年 松岡　猛 まつおか　たけし 男 宇都宮大学基盤教育センター非常勤講師 総合工学 電気電子工学

8年 松岡　雅雄 まつおか　まさお 男
熊本大学大学院生命科学研究部血液・膠
原病・感染症内科学講座教授

基礎医学 臨床医学

5年 松岡　由貴 まつおか　ゆき 女 奈良女子大学研究院自然科学系准教授 材料工学 物理学

8年 松方　冬子 まつおか　ふゆこ 女 東京大学史料編纂所准教授 史学

5年 松崎　有未 まつざき　ゆみ 女 島根大学医学部生命科学講座教授 基礎医学

8年 松島　斉 まつしま　ひとし 男 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学

5年 松田　陽 まつだ　あきら 男
東京大学大学院人文社会系研究科准教
授

史学

8年 松田　三知子 まつだ　みちこ 女 一般財団法人日本規格協会・フェロー 機械工学 情報学

8年 松田　素二 まつだ　もとじ 男 京都大学大学院文学研究科教授 地域研究

5年 松中　学 まつなか　まなぶ 男 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学

8年 松八重　一代 まつばえ　かずよ 女 東北大学大学院 環境科学研究科  教授 環境学 経済学

5年 松原　知代 まつばら　ともよ 女 獨協医科大学越谷病院小児科教授 臨床医学

5年 松原　洋子 まつばら　ようこ 女
立命館大学大学院先端総合学術研究科
教授

史学

7年 松宮　徹 まつみや　とおる 男 大阪電気通信大学監事 材料工学

5年 松本　健一 まつもと　けんいち 男
奈良先端科学技術大学院大学情報科学
研究科教授

情報学

5年 松本　健郎 まつもと　たけお 男 名古屋大学大学院工学研究科教授 機械工学

5年 松本　勉 まつもと　つとむ 男
横浜国立大学大学院環境情報研究院教
授

情報学 電気電子工学

8年 松本　恒雄 まつもと　つねお 男 独立行政法人国民生活センター理事長 法学

8年 松本　尚子 まつもと　なおこ 女 上智大学法学部国際関係法学科教授 法学 史学

8年 松本　直子 まつもと　なおこ 女
岡山大学大学院社会文化科学研究科　教
授

史学

5年 松本　有 まつもと　ゆう 男
東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科特
任講師

臨床医学

5年 松本　洋一郎 まつもと　よういちろう 男 学校法人東京理科大学学長 機械工学 総合工学

5年 松森　晶子 まつもり　あきこ 女 日本女子大学文学部教授 言語・文学

5年 松山　美和 まつやま　みわ 女 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 歯学

5年 眞鍋　史乃 まなべ　しの 女
国立研究開発法人理化学研究所専任研
究員

化学 薬学

5年 真鍋　俊明 まなべ　としあき 男
京都大学名誉教授、滋賀県立成人病セン
ター研究所顧問・遠隔病理診断ネットワー
クセンター長

基礎医学

5年 丸谷　浩介 まるたに　こうすけ 男 九州大学大学院法学研究院教授 法学 社会学
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8年 丸山　明子 まるやま　あきこ 女 九州大学農学研究院准教授 基礎生物学 農学

5年 丸山　厚 まるやま　あつし 男 東京工業大学生命理工学院教授 材料工学 化学

5年 丸山　幸夫 まるやま　さちお 男 筑波大学名誉教授 農学

5年 圓山　重直 まるやま　しげなお 男 八戸工業高等専門学校校長 機械工学 総合工学

5年 丸山　淳子 まるやま　じゅんこ 女
津田塾大学学芸学部国際関係学科准教
授

地域研究

8年 三浦　佳世 みうら　かよ 女 九州大学名誉教授 心理学・教育学

8年 三浦　まり みうら　まり 女 上智大学法学部教授 政治学

5年 三浦　佳子 みうら　よしこ 女
九州大学大学院大学院工学研究院化学
工学部門教授

化学

8年 三重野　英子 みえの　えいこ 女 大分大学医学部看護学科教授 健康・生活科学 臨床医学

8年 三重野　文晴 みえの　ふみはる 男 京都大学東南アジア地域研究研究所教授 経済学 地域研究

5年 三上　芳喜 みかみ　よしき 男
熊本大学医学部附属病院病理部・病理診
断科教授

臨床医学

8年 三鴨　廣繁 みかも　ひろしげ 男 愛知医科大学医学部感染症科 臨床医学

8年 三木　浩一 みき　こういち 男 慶應義塾大学教授 法学

5年 御子柴　克彦 みこしば　かつひこ 男
国立研究開発法人理化学研究所脳科学
総合研究センターチームリーダー

基礎医学

5年 三阪　佳弘 みさか　よしひろ 男 大阪大学大学院高等司法研究科教授 法学

8年 三澤　日出巳 みさわ　ひでみ 男 慶應義塾大学薬学部教授 薬学

5年 三澤　弘明 みさわ　ひろあき 男 北海道大学電子科学研究所教授 化学

5年 三品　昌美 みしな　まさよし 男 立命館大学総合科学技術研究機構教授 基礎医学

8年 三島　和夫 みしま　かずお 男
秋田大学大学院医学系研究科精神科学
講座教授

臨床医学

8年 美島　健二 みしま　けんじ 男
昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座
口腔病理学部門教授

歯学

5年 水内　俊雄 みずうち　としお 男
大阪市立大学都市研究プラザ教授・文学
研究科教授

地域研究 社会学

5年 水口　亜樹 みずぐち　あき 女 福井県立大学生物資源学部准教授 農学

5年 水谷　規男 みずたに　のりお 男 大阪大学大学院高等司法研究科長・教授 法学

8年 水野　毅 みずの　たけし 男 埼玉大学大学院理工学研究科教授 機械工学 電気電子工学

5年 水野　尚之 みずの　なおゆき 男 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 言語・文学

5年 水羽　信男 みずは　のぶお 男 広島大学大学院総合科学研究科教授 史学

5年 三隅　一人 みすみ　かずと 男
九州大学大学院比較社会文化研究院教
授

社会学

8年 溝口　元 みぞぐち　はじめ 男
立正大学社会福祉学部社会福祉学科教
授

史学
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8年 御手洗　容子 みたらい　ようこ 女
東京大学大学院新領域創成科学研究科
物質系専攻教授

材料工学

8年 三ツ井　崇 みつい　たかし 男 東京大学大学院総合文化研究科准教授 史学 地域研究

8年 三成　美保 みつなり　みほ 女 奈良女子大学副学長・教授 法学 史学

5年 緑川　光正 みどりかわ　みつまさ 男
国立研究開発法人建築研究所理事長、北
海道大学名誉教授

土木工学・建築学

8年 皆川　満寿美 みながわ　ますみ 女 中央学院大学現代教養学部准教授 社会学

5年 湊　真一 みなと　しんいち 男
京都大学大学院情報学研究科通信情報
システム専攻教授

情報学 電気電子工学

5年 南　一誠 みなみ　かずのぶ 男 芝浦工業大学建築学部建築学科教授 土木工学・建築学

5年 南　裕子 みなみ　ひろこ 女 神戸市看護大学副理事長・学長 健康・生活科学

5年 南　雅文 みなみ　まさぶみ 男 北海道大学大学院薬学研究院教授 薬学 基礎医学

8年 南　美穂子 みなみ　みほこ 女 慶應義塾大学理工学部数理科学科教授 数理科学

8年 南　康博 みなみ　やすひろ 男 神戸大学大学院医学研究科教授 基礎医学

8年 南澤　孝太 みなみざわ　こうた 男
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研
究科教授

総合工学 情報学

5年 美濃島　薫 みのしま　かおる 女
電気通信大学大学院情報理工学研究科
教授

総合工学

5年 三間　圀興 みま　くにおき 男
日本原子力研究開発機構　敦賀総合研究
開発センター　客員研究員、大阪大学　招
聘教授、名誉教授

総合工学 物理学

8年 美馬　のゆり みま　のゆり 女
公立はこだて未来大学システム情報科学
部教授

心理学・教育学 情報学

8年 三村　將 みむら　まさる 男
慶應義塾大学医学部精神神経科学教室
教授

臨床医学

8年 宮川　努 みやがわ　つとむ 男 学習院大学経済学部教授 経済学

5年 三宅　晶子 みやけ　あきこ 女 奈良大学文学部教授 言語・文学 心理学・教育学

8年 三宅　幸子 みやけ　さちこ 女 順天堂大学免疫学講座教授 基礎医学

8年 三宅　秀彦 みやけ　ひでひこ 男
お茶の水女子大学基幹研究院自然科学
系教授

臨床医学

5年 宮坂　信之 みやさか　のぶゆき 男 東京医科歯科大学名誉教授 臨床医学

5年 宮崎　あかね みやざき　あかね 女 日本女子大学教授 化学

5年 宮崎　久美子 みやざき　くみこ 女
東京工業大学環境・社会理工学院イノ
ベーション科学系教授、放送大学客員教
授

総合工学 経営学

6年 宮﨑　康二 みやざき　こうじ 男 医療法人聖粒会慈恵病院顧問 臨床医学

8年 宮崎　恒二 みやざき　こうじ 男 東京外国語大学名誉教授 地域研究

5年 宮﨑　隆 みやざき　たかし 男 昭和大学副学長・歯学部長 歯学

5年 宮﨑　毅 みやざき　つよし 男 東京大学名誉教授 農学
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5年 宮路　淳子 みやじ　あつこ 女 奈良女子大学人間文化研究科教授 史学

5年 宮下　淸貴 みやした　きよたか 男
公益財団法人日本植物調節剤研究協会
理事長

農学 環境学

5年 宮谷　真人 みやたに　まこと 男 広島大学理事・副学長 心理学・教育学

8年 宮野　道雄 みやの　みちお 男 大阪市立大学特任教授・学長補佐 健康・生活科学 土木工学・建築学

5年 觀山　正見 みやま　しょうけん 男 広島大学学長室特任教授 物理学

8年 宮町　良広 みやまち　よしひろ 男 大分大学経済学部地域システム学科教授 地域研究 経済学

8年 宮本　ともみ みやもと　ともみ 女 岩手大学人文社会科学部教授・副学長 法学

5年 宮本　みち子 みやもと　みちこ 女 放送大学名誉教授・千葉大学名誉教授 社会学

8年 明和　政子 みょうわ　まさこ 女 京都大学大学院教育学研究科教授 心理学・教育学

5年 三輪　律江 みわ　のりえ 女
横浜市立大学国際総合科学部国際都市
学系まちづくりコース准教授

土木工学・建築学

8年 向井　千秋 むかい　ちあき 女 東京理科大学特任副学長 臨床医学

5年 向殿　政男 むかいどの　まさお 男 明治大学顧問・名誉教授 総合工学 情報学

8年 武藤　香織 むとう　かおり 女 東京大学医科学研究所教授 社会学 健康・生活科学

5年 武藤　由子 むとう　よしこ 女
岩手大学農学部食料生産環境学科准教
授

農学

5年 宗像　鉄雄 むなかた　てつお 男
国立研究開発法人産業技術総合研究所
エネルギー・環境領域省エネルギー研究
部門長

機械工学

5年 棟近　雅彦 むねちか　まさひこ 男 早稲田大学理工学術院教授 総合工学

5年 村井　俊哉 むらい　としや 男
京都大学大学院医学研究科脳病態生理
学講座（精神医学）教授

臨床医学 心理学・教育学

5年 村尾　美緒 むらお　みお 女
東京大学大学院理学系研究科物理学専
攻教授

物理学

8年 村上　あかね むらかみ　あかね 女 桃山学院大学社会学部社会学科准教授 社会学

5年 村上　暁信 むらかみ　あきのぶ 男 筑波大学システム情報系教授 環境学

5年 村上　郁也 むらかみ　いくや 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 心理学・教育学

8年 村上　衛 むらかみ　えい 男 京都大学人文科学研究所准教授 経済学 史学

8年 村上　哲明 むらかみ　のりあき 男 東京都立大学理学研究科教授 基礎生物学 統合生物学

5年 村上　正浩 むらかみ　まさひろ 男 京都大学大学院工学研究科教授 化学

5年 村上　祐介 むらかみ　ゆうすけ 男 東京大学大学院教育学研究科准教授 心理学・教育学

5年 村上　善則 むらかみ　よしのり 男
東京大学医科学研究所所長、癌・細胞増
殖部門教授

基礎医学 基礎生物学

5年 村越　敬 むらこし　けい 男 北海道大学大学院理学研究院教授 化学

5年 村田　光二 むらた　こうじ 男 成城大学　社会イノベーション学部教授 心理学・教育学
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5年 村田　真理子 むらた　まりこ 女 三重大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

8年 村田　雄二郎 むらた　ゆうじろう 男
同志社大学グローバル・スタディーズ研究
科教授/東京大学名誉教授

地域研究 史学

5年 村中　俊哉 むらなか　としや 男
大阪大学大学院工学研究科生命先端工
学専攻教授

基礎生物学 統合生物学

5年 村松　潤一 むらまつ　じゅんいち 男
岡山理科大学経営学部教授、広島大学名
誉教授

経営学

8年 村山　朝子 むらやま　ともこ 女 茨城大学教育学部教授 地域研究

5年 村山　斉 むらやま　ひとし 男
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携
宇宙研究機構機構長・特任教授、カリフォ
ルニア大学バークレー校教授

物理学

5年 村山　泰啓 むらやま　やすひろ 男
国立研究開発法人情報通信研究機構
ソーシャルイノベーションユニット戦略的プ
ログラムオフィス研究統括

情報学 地球惑星科学

5年 目黒　公郎 めぐろ　きみろう 男 東京大学生産技術研究所教授 土木工学・建築学

5年 持田　灯 もちだ　あかし 男 東北大学大学院工学研究科教授 土木工学・建築学

5年 望月　常好 もちづき　つねよし 男
一般財団法人経済調査会理事長、公益社
団法人日本河川協会参与

土木工学・建築学

8年 望月　直樹 もちづき　なおき 男
国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンター所長

基礎医学 臨床医学

5年 本橋　ほづみ もとはし　ほづみ 女
東北大学加齢医学研究所遺伝子発現制
御分野教授

基礎生物学 基礎医学

5年 桃井　眞里子 ももい　まりこ 女
社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整股
療護園、自治医科大学名誉教授

臨床医学

5年 桃木　至朗 ももき　しろう 男 大阪大学文学研究科教授 史学

5年 森　章 もり　あきら 男 横浜国立大学環境情報研究院准教授 統合生物学 農学

8年 森　郁恵 もり　いくえ 女
名古屋大学大学院理学研究科附属ニュー
ロサイエンス研究センターセンター長・教
授

基礎生物学

8年 森　健策 もり　けんさく 男
名古屋大学大学院情報学研究科知能シ
ステム学専攻教授

情報学

5年 森　晃爾 もり　こうじ 男 産業医科大学産業生態科学研究所教授 健康・生活科学

8年 森　正樹 もり　まさき 男 九州大学大学院消化器・総合外科教授 臨床医学

5年 森　勇介 もり　ゆうすけ 男
大阪大学大学院工学研究科電気電子情
報工学専攻教授

電気電子工学 総合工学

5年 盛合　志帆 もりあい　しほ 女
国立研究開発法人情報通信研究機構サ
イバーセキュリティ研究所セキュリティ基
盤研究室長

情報学 数理科学

5年 森川　博之 もりかわ　ひろゆき 男 東京大学大学院工学系研究科教授 電気電子工学 情報学

8年 森口　祐一 もりぐち　ゆういち 男 国立研究開発法人国立環境研究所・理事 環境学 土木工学・建築学

5年 森下　信 もりした　しん 男
横浜国立大学大学院環境情報研究院教
授

機械工学 総合工学

5年 森田　一樹 もりた　かずき 男
東京大学大学院工学系研究科マテリアル
工学専攻教授

材料工学

5年 森田　喬 もりた　たかし 男 法政大学名誉教授 地球惑星科学 地域研究
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8年 森田　雅也 もりた　まさや 男 関西大学社会学部教授 経営学

8年 森田　美代 もりた　みよ 女
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構基礎生物学研究所教授

基礎生物学

3年 森田　康夫 もりた　やすお 男 東北大学名誉教授 数理科学 心理学・教育学

8年 森本　泉 もりもと　いずみ 女 明治学院大学国際学部教授 地域研究

5年 森本　淳子 もりもと　じゅんこ 女 北海道大学大学院農学研究院准教授 環境学

5年 守谷　健弘 もりや　たけひろ 男
NTTコミュニケーション科学基礎研究所守
谷特別研究室室長

情報学

5年 森山　啓司 もりやま　けいじ 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授

歯学

8年 森山　美知子 もりやま　みちこ 女 広島大学大学院医系科学研究科教授 健康・生活科学

5年 森吉　千佳子 もりよし　ちかこ 女 広島大学大学院理学研究科教授 化学 物理学

8年 諸富　徹 もろとみ　とおる 男
京都大学大学院経済学研究科・地球環境
学堂教授

経済学

8年 八尾　史 やお　ふみ 女 駒澤大学仏教学部専任講師 哲学

5年 矢川　元基 やがわ　げんき 男
公益財団法人原子力安全研究協会会長、
東京大学名誉教授、東洋大学名誉教授

総合工学 機械工学

8年 八木　久美子 やぎ　くみこ 女
東京外国語大学大学院・綜合国際学研究
院教授

哲学 地域研究

5年 八木　信行 やぎ　のぶゆき 男
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

食料科学 農学

8年 八木　洋憲 やぎ　ひろのり 男
東京大学大学院農学生命科学研究科農
業・資源経済学専攻准教授

農学

8年 八木　康史 やぎ　やすし 男 大阪大学産業科学研究所教授 情報学

8年 八木谷　聡 やぎたに　さとし 男
金沢大学理工研究域電子情報通信学系
教授

電気電子工学 地球惑星科学

8年 安井　健悟 やすい　けんご 男 青山学院大学経済学部教授 経済学

5年 安井　眞奈美 やすい　まなみ 女 国際日本文化研究センター教授 地域研究

5年 保井　美樹 やすい　みき 女 法政大学現代福祉学部教授 土木工学・建築学

5年 安井　弥 やすい　わたる 男
広島大学大学院医歯薬保健学研究科教
授

基礎医学

5年 安浦　寛人 やすうら　ひろと 男 九州大学理事・副学長 情報学 電気電子工学

5年 安河内　恵子 やすこうち　けいこ 女 九州工業大学副学長、教養教育院教授 社会学

5年 安田　聡 やすだ　さとし 男
国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンター副院長

臨床医学

5年 安田　仁奈 やすだ　にな 女 宮崎大学農学部准教授 環境学 統合生物学

5年 安友　康二 やすとも　こうじ 男 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 基礎医学 臨床医学

5年 安永　円理子 やすなが　えりこ 女
東京大学大学院農学生命科学研究科准
教授

食料科学 農学

5年 安原　眞人 やすはら　まさと 男
帝京大学薬学部特任教授、東京医科歯科
大学名誉教授

薬学
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5年 安福　規之 やすふく　のりゆき 男
九州大学大学院工学研究院社会基盤部
門教授

土木工学・建築学

5年 谷田貝　豊彦 やたがい　とよひこ 男
宇都宮大学特別教授、オプティクス教育研
究センター長

総合工学

8年 谷内江　望 やちえ　のぞむ 男
東京大学先端科学技術研究センター合成
生物学分野客員准教授

統合生物学 基礎生物学

8年 八谷　寛 やつや　ひろし 男
名古屋大学大学院医学系研究科教授（兼
任：藤田医科大学医学部教授）

健康・生活科学

8年 矢冨　裕 やとみ　ゆたか 男 東京大学大学院医学系研究科教授 臨床医学

5年 柳原　敏昭 やなぎはら　としあき 男 東北大学大学院文学研究科教授 史学

5年 柳本　潤 やなぎもと　じゅん 男 東京大学生産技術研究所教授 機械工学 材料工学

5年 矢野　育子 やの　いくこ 女 神戸大学医学部附属病院教授・薬剤部長 薬学

8年 矢野　恵美 やの　えみ 女 琉球大学大学院法務研究科教授 法学

5年 矢野　誠 やの　まこと 男 京都大学経済研究所教授 経済学

8年 矢野　昌裕 やの　まさひろ 男
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構総括調整役/農業情報研究セ
ンター主席研究員

農学

8年 矢野　昌浩 やの　まさひろ 男 名古屋大学法学研究科教授 法学

5年 薮田　ひかる やぶた　ひかる 女
広島大学大学院先進理工系科学研究科
教授

地球惑星科学 化学

8年 矢部　彰 やべ　あきら 男
国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構技術戦略研究センター
フェロー

機械工学 総合工学

5年 矢部　敏昭 やべ　としあき 男 鳥取大学教授 心理学・教育学 数理科学

5年 山内　正則 やまうち　まさのり 男 高エネルギー加速器研究機構機構長 物理学

8年 山内　美穂 やまうち　みほ 女
九州大学カーボンニュートラル・エネル
ギー国際研究所教授

化学 材料工学

8年 山岡　耕春 やまおか　こうしゅん 男 名古屋大学環境学研究科教授 地球惑星科学

8年 山形　俊男 やまがた　としお 男
国立研究開発法人海洋研究開発機構ア
プリケーションラボ特任上席研究員/東京
大学名誉教授

地球惑星科学

5年 山形　与志樹 やまがた　よしき 男
国立研究開発法人国立環境研究所地球
環境研究センター主席研究員

環境学

5年 山川　充夫 やまかわ　みつお 男 福島大学名誉教授/客員教授 地域研究 地球惑星科学

8年 山川　みやえ やまかわ　みやえ 女
大阪大学大学院医学系研究科統合保健
看護科学分野老年看護学准教授

健康・生活科学

8年 山岸　明彦 やまぎし　あきひこ 男
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構惑星等保護オフィサー

地球惑星科学 基礎生物学

5年 山岸　順子 やまぎし　じゅんこ 女
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

農学

8年 山極　壽一 やまぎわ　じゅいち 男 ― (現職なし) 統合生物学

5年 山口　朗 やまぐち　あきら 男
東京医科歯科大学名誉教授、東京歯科大
学口腔科学研究センター客員教授

歯学
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5年 山口　佳三 やまぐち　けいぞう 男 北海道大学名誉教授 数理科学

8年 山口　茂弘 やまぐち　しげひろ 男
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分
子研究所教授

化学

8年 山口　しのぶ やまぐち　しのぶ 女 東京工業大学環境・社会理工学院教授 総合工学

5年 山口　真美 やまぐち　まさみ 女 中央大学文学部教授 心理学・教育学

5年 山子　茂 やまご　しげる 男 京都大学化学研究所教授 化学

8年 山越　言 やまこし　げん 男
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究
研究科教授

地域研究 統合生物学

8年 山崎　多恵子 やまざき　たえこ 女 東京理科大学理工学部数学科教授 数理科学

8年 山﨑　孝史 やまざき　たかし 男
大阪市立大学大学院文学研究科人間行
動学専攻地理学専修教授

地域研究

5年 山崎　泰規 やまざき　やすのり 男
国立研究開発法人理化学研究所研究政
策審議役

物理学

8年 山地　憲治 やまじ　けんじ 男
公益財団法人地球環境産業技術研究機
構副理事長・研究所長

総合工学

8年 山下　敦子 やました　あつこ 女
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教
授

基礎生物学

8年 山下　智志 やました　さとし 男
大学共同利用機関法人情報・システム研
究機構統計数理研究所副所長

数理科学 情報学

8年 山下　潤 やました　じゅん 男
九州大学大学院比較社会文化研究院教
授

地域研究 環境学

5年 山下　俊一 やました　しゅんいち 男
福島県立医科大学副学長・量子科学技術
研究開発機構高度被ばく医療センター
長、長崎大学学長特別補佐

臨床医学

8年 山下　恭広 やました　たかひろ 男
農林水産省農林水産技術会議事務局研
究統括官室研究専門官（畜産）

食料科学

5年 山下　啓子 やました　ひろこ 女 北海道大学病院乳腺外科教授 基礎医学 臨床医学

8年 山下　正廣 やました　まさひろ 男 東北大学大学院理学研究科・名誉教授 化学

5年 山下　まり やました　まり 女 東北大学大学院農学研究科教授 食料科学 農学

5年 山下　祐介 やました　ゆうすけ 男 首都大学東京教授 社会学

5年 山下　喜久 やました　よしひさ 男 九州大学大学院歯学研究院教授 歯学

5年 山下　竜一 やました　りゅういち 男 北海道大学大学院法学研究科教授 法学

8年 山城　隆 やましろ　たかし 男 大阪大学大学院歯学研究科教授 歯学

5年 山岨　達也 やまそば　たつや 男 東京大学医学部耳鼻咽喉科教授 臨床医学

8年 山田　あすか やまだ　あすか 女 東京電機大学未来科学部建築学科教授 土木工学・建築学

5年 山田　秀 やまだ　しゅう 男 慶應義塾大学理工学部教授 総合工学 数理科学

8年 山田　俊治 やまだ　しゅんじ 男 横浜市立大学名誉教授 言語・文学

5年 山田　章吾 やまだ　しょうご 男
東北大学名誉教授、杜の都産業保健会理
事長

臨床医学
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5年 山田　高敬 やまだ　たかひろ 男 名古屋大学大学院環境学研究科教授 政治学 法学

8年 山田　亨 やまだ　とおる 男
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構宇宙科学研究所教授

物理学

5年 山田　俊幸 やまだ　としゆき 男 自治医科大学臨床検査部教授 臨床医学

8年 山田　真茂留 やまだ　まもる 男 早稲田大学文学学術院教授 社会学

5年 山田　泰広 やまだ　やすひろ 男 東京大学医科学研究所教授 基礎医学

8年 山田　礼子 やまだ　れいこ 女 同志社大学教授 心理学・教育学

8年 大和　裕幸 やまと　ひろゆき 男 日本海事協会顧問 総合工学

5年 山中　直明 やまなか　なおあき 男 慶應義塾大学理工学部情報工学科教授 電気電子工学

5年 山西　陽子 やまにし　ようこ 女
九州大学大学院工学研究院機械工学部
門教授

機械工学 総合工学

5年 山内　薫 やまのうち　かおる 男
東京大学大学院理学系研究科化学専攻
教授

化学

8年 山内　泰子 やまのうち　やすこ 女
川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福
祉学科・教授

臨床医学 基礎医学

5年 山本　あい子 やまもと　あいこ 女 四天王寺大学 看護学部長 健康・生活科学 環境学

8年 山本　一彦 やまもと　かずひこ 男
国立研究開発法人理化学研究所生命医
科学研究センターセンター長

臨床医学

8年 山本　佳世子 やまもと　かよこ 女
電気通信大学大学院情報理工学研究科
教授

土木工学・建築学 地域研究

5年 山本　昭二 やまもと　しょうじ 男
関西学院大学大学院経営戦略研究科教
授

経営学

8年 山本　卓 やまもと　たかし 男
広島大学大学院統合生命科学研究科教
授

基礎生物学

5年 山本　達之 やまもと　たつゆき 男
島根大学生物資源科学部生命工学科教
授

化学

8年 山本　千映 やまもと　ちあき 男 大阪大学大学院経済学研究科教授 経済学 史学

5年 山本　博之 やまもと　ひろゆき 男
京都大学東南アジア地域研究研究所准教
授

地域研究 史学

5年 山本　雅之 やまもと　まさゆき 男 東北大学大学院医学系研究科教授 基礎医学

5年 山本　陽介 やまもと　ようすけ 男 広島大学大学院理学研究科教授 化学

8年 山脇　成人 やまわき　しげと 男 広島大学特任教授 臨床医学

5年 家森　信善 やもり　のぶよし 男 神戸大学経済経営研究所教授 経済学

5年 湯川　嘉津美 ゆかわ　かつみ 女 上智大学総合人間科学部教授 心理学・教育学

5年 弓削　こずえ ゆげ　こずえ 女 佐賀大学農学部准教授 農学

5年 柚﨑　通介 ゆざき　みちすけ 男 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学 基礎生物学

8年 湯澤　直美 ゆざわ　なおみ 女 立教大学コミュニティ福祉学部教授 社会学

8年 油布　佐和子 ゆふ　さわこ 女 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 心理学・教育学 社会学
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8年 湯村　和子 ゆむら　わこ 女 東北医科薬科大学病院臨床教授 臨床医学

5年 横尾　真 よこお　まこと 男
九州大学大学院システム情報科学研究院
主幹教授

情報学

8年 横出　正之 よこで　まさゆき 男
一般財団法人京都予防医学センター動脈
硬化診療部部長

臨床医学

5年 横張　真 よこはり　まこと 男 東京大学大学院工学系研究科教授 環境学

8年 横溝　大 よこみぞ　だい 男 名古屋大学大学院法学研究科教授 法学

8年 横山　智 よこやま　さとし 男 名古屋大学大学院環境学研究科教授 地域研究

5年 横山　広美 よこやま　ひろみ 女
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携
宇宙研究機構教授

物理学 哲学

5年 横山　泰 よこやま　やすし 男
横浜国立大学大学院工学研究院名誉教
授

化学

5年 好井　裕明 よしい　ひろあき 男 日本大学文理学部社会学科教授 社会学

8年 吉江　尚子 よしえ　なおこ 女 東京大学生産技術研究所教授 化学

5年 吉川　正俊 よしかわ　まさとし 男 京都大学大学院情報学研究科教授 情報学

4年 吉川　泰弘 よしかわ　やすひろ 男 岡山理科大学獣医学部長 食料科学 農学

8年 吉澤　誠一郎 よしざわ　せいいちろう 男 東京大学大学院人文社会系研究科教授 史学 地域研究

5年 吉沢　豊予子 よしざわ　とよこ 女 東北大学大学院医学系研究科教授 健康・生活科学

5年 吉澤　緑 よしざわ　みどり 女 宇都宮大学農学部特任教授 食料科学 基礎生物学

5年 吉瀬　章子 よしせ　あきこ 女 筑波大学大学院システム情報系教授 総合工学 数理科学

5年 美添　泰人 よしぞえ　やすと 男 青山学院大学経営学部招聘教授 経済学 数理科学

5年 吉田　薫 よしだ　かおる 女
東京大学大学院農学生命科学研究科教
授

農学 環境学

5年 吉田　克己 よしだ　かつみ 男 早稲田大学大学院法務研究科教授 法学

8年 吉田　純 よしだ　じゅん 男 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 社会学

5年 吉田　善章 よしだ　ぜんしょう 男
東京大学大学院新領域創成科学研究科
教授

物理学 数理科学

5年 吉田　丈人 よしだ　たけひと 男
総合地球環境学研究所准教授・東京大学
大学院総合文化研究科准教授

統合生物学 環境学

5年 吉田　豊信 よしだ　とよのぶ 男 東京大学名誉教授 材料工学

5年 吉田　英生 よしだ　ひでお 男
京都大学大学院工学研究科航空宇宙工
学専攻教授

機械工学

8年 吉田　眞理 よしだ　まり 女
愛知医科大学加齢医科学研究所特命研
究教授・名誉教授

基礎医学 臨床医学

5年 吉田　道代 よしだ　みちよ 女 和歌山大学観光学部観光学科教授 地域研究

5年 吉田　素文 よしだ　もとふみ 男 国際医療福祉大学医学部教授 臨床医学 心理学・教育学

5年 吉田　容子 よしだ　ようこ 女 弁護士 法学
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8年 吉永　直子 よしなが　なおこ 女
京都大学大学院農学研究科応用生命科
学専攻助教

食料科学

5年 吉野　一郎 よしの　いちろう 男
千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態
外科学教授

臨床医学

5年 吉野　博 よしの　ひろし 男
東北大学名誉教授、秋田県立大学客員教
授、前橋工科大学客員教授

土木工学・建築学 健康・生活科学

5年 吉野　雄二 よしの　ゆうじ 男 岡山大学大学院自然科学研究科教授 数理科学

5年 吉原　直樹 よしはら　なおき 男
横浜国立大学大学院都市イノベーション
研究院教授

社会学 地域研究

8年 吉見　俊哉 よしみ　しゅんや 男 東京大学大学院情報学環教授 社会学

5年 吉村　昭彦 よしむら　あきひこ 男 慶應義塾大学医学部教授 基礎医学

5年 吉村　崇 よしむら　たかし 男
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分
子研究所教授

基礎生物学

5年 吉村　真子 よしむら　まこ 女 法政大学社会学部教授 地域研究

5年 吉村　𣳾𣳾典 よしむら　やすのり 男 慶應義塾大学名誉教授 臨床医学

5年 吉本　真由美 よしもと　まゆみ 女
国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構農業環境変動研究センター気
候変動対応研究領域主席研究員

農学

5年 吉森　保 よしもり　たもつ 男 大阪大学大学院生命機能研究科教授 基礎生物学 基礎医学

5年 四本　裕子 よつもと　ゆうこ 女 東京大学大学院総合文化研究科准教授 心理学・教育学

5年 米倉　義晴 よねくら　よしはる 男 福井大学名誉教授 臨床医学

5年 米田　信子 よねだ　のぶこ 女 大阪大学大学院言語文化研究科教授 言語・文学

8年 米田　悦啓 よねだ　よしひろ 男
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所理事長

基礎医学

8年 米村　滋人 よねむら　しげと 男 東京大学大学院法学政治学研究科教授 法学 臨床医学

5年 來田　享子 らいた　きょうこ 女 中京大学スポーツ科学部教授 健康・生活科学 史学

8年 笠　潤平 りゅう　じゅんぺい 男 香川大学教育学部教授 物理学 心理学・教育学

5年 脇田　隆字 わきた　たかじ 男 国立感染症研究所副所長 基礎医学

4年 和田　章 わだ　あきら 男 東京工業大学名誉教授 土木工学・建築学

5年 和田　成生 わだ　しげお 男 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 機械工学 総合工学

5年 和田　真一 わだ　しんいち 男 立命館大学大学院法務研究科教授 法学

5年 和田　時夫 わだ　ときお 男
業情報サービスセンター会長、国立研究
開発法人水産研究・教育機構顧問

食料科学

5年 和田　元 わだ　もとい 男 同志社大学理工学部教授 総合工学

5年 渡邊　朗子 わたなべ　あきこ 女
東洋大学情報連携学部情報連携学科教
授

土木工学・建築学 情報学

8年 渡辺　京子 わたなべ　きょうこ 女 玉川大学農学部教授 農学 統合生物学

8年 渡辺　浩平 わたなべ　こうへい 男 帝京大学文学部准教授 地域研究 環境学

8年 渡邉　聡 わたなべ　さとし 男
東京大学大学院工学系研究科マテリアル
工学専攻教授

材料工学
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5年 渡部　潤一 わたなべ　じゅんいち 男
大学共同利用機関法人自然科学研究機
構国立天文台教授

物理学 地球惑星科学

8年 渡辺　晋輔 わたなべ　しんすけ 男
独立行政法人国立新美術館学芸課主任
研究員・国立西洋美術館主任研究員

史学 哲学

8年 渡邊　誠一郎 わたなべ　せいいちろう 男
名古屋大学大学院環境学研究科地球環
境科学専攻教授

地球惑星科学 環境学

5年 渡辺　知保 わたなべ　ちほ 男
国立研究開発法人国立環境研究所理事
長、東京大学大学院医学系研究科名誉教
授

健康・生活科学 環境学

5年 渡辺　秀樹 わたなべ　ひでき 男 帝京大学文学部教授 社会学

5年 渡辺　裕 わたなべ　ひろし 男 東京音楽大学教授 哲学

8年 渡邉　雅子 わたなべ　まさこ 女
名古屋大学大学院教育発達科学研究科
教授

心理学・教育学 社会学

8年 渡辺　美智子 わたなべ　みちこ 女 慶應義塾大学教授 数理科学 情報学

8年 渡辺　美代子 わたなべ　みよこ 女
国立研究開発法人科学技術振興機構副
理事・ダイバーシティ推進室室長

総合工学 電気電子工学

8年 渡辺　芳人 わたなべ　よしひと 男 総合研究大学院大学理事 化学

5年 渡邉　義浩 わたなべ　よしひろ 男 早稲田大学文学学術院教授 哲学 史学

5年 渡邊　良朗 わたなべ　よしろう 男 東京大学大気海洋研究所客員教授 食料科学

8年 綿貫　成明 わたぬき　しげあき 男 国立看護大学校老年看護学教授 健康・生活科学

8年 渡部　文子 わたべ　あやこ 女
東京慈恵会医科大学総合医科学研究セ
ンター臨床医学研究所教授

基礎医学

5年 渡部　終五 わたべ　しゅうご 男 北里大学海洋生命科学部特任教授 食料科学

5年 渡部　徹郎 わたべ　てつろう 男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科教授

歯学 基礎医学

8年 亘理　格 わたり　ただす 男 中央大学法学部教授 法学


	表紙
	25期連携会員１９０１

