
６　　国立大学教育研究評価委員会委員および専門委員名簿

浅　田　尚　紀 奈良県立大学長

荒　瀬　克　己 独立行政法人教職員支援機構理事長

アリソン ビール オックスフォード大学日本事務所代表

池　上　久　雄 新コスモス電機株式会社社外監査役、東京学芸大学客員教授

石　井　洋二郎 中部大学大学院国際人間学研究科長

井　上　智　子 国立看護大学校長、東京医科歯科大学名誉教授

宇　川　　　彰 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長

小　畑　秀　文 学校法人嘉悦学園理事、かえつ有明中・高等学校長

小　林　哲　夫 教育ジャーナリスト

髙　橋　裕　子 津田塾大学長

○ 豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

村　田　　　治 関西学院大学長

◎ 山　内　　　進 松山大学教授

山　口　佳　三 京都大学監事

※　◎は委員長、○は副委員長

（１）国立大学教育研究評価委員会（所属は令和３年６月現在）

-1-



家　　　泰　弘 日本学術振興会理事

○ 石　井　洋二郎 中部大学大学院国際人間学研究科長

齋　藤　　　康 千葉大学名誉教授

柴　田　洋三郎 福岡県立大学理事長・学長

谷　口　　　功 国立高等専門学校機構理事長

◎ 豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

中　島　秀　之 札幌市立大学理事長・学長

濱　田　純　一 放送倫理・番組向上機構　理事長

本　間　謙　二 北海道教育大学名誉教授

吉　田　浩　己 鹿児島医療技術専門学校長

※　◎主査、○は副主査

（２）運営小委員会（達成状況判定会議）（所属は令和３年３月現在）
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相　原　博　昭 東京大学教授

浅　見　泰　司 東京大学教授

○ 荒　瀬　克　己 関西国際大学教授

◎ 宇　川　　　彰 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長

岸　本　喜久雄 東京工業大学名誉教授

喜　多　　　一 京都大学教授

木　部　暢　子 人間文化研究機構国立国語研究所副所長

木　村　彰　方 東京医科歯科大学理事・副学長

久留島　　　浩 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館特任教授

潮　見　佳　男 京都大学副学長

生源寺　眞　一 福島大学教授

戸田山　和　久 名古屋大学教授

耳　塚　寛　明 青山学院大学特任教授

※　◎は主査、○は副主査

（３）運営小委員会（現況分析部会）（所属は令和３年３月現在）
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アリソン ビール オックスフォード大学日本事務所代表

○ 宇　川　　　彰 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長

大　芝　　　亮 広島市立大学広島平和研究所長

影　山　和　郎 金沢工業大学高信頼理工学研究センター所長

◎ 豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

野　坂　泰　司 学習院大学教授

村　田　　　治 関西学院大学長

山　本　　　繁 大正大学特命教授

※　◎は会長、○は副会長

（４）意見申立審査会（所属は令和３年５月現在）
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（第１グループ）

赤　松　明　彦 京都大学白眉センター長

伊　丹　敬　之 国際大学長

井　上　和　秀 九州大学特別主幹教授

井　上　典　之 神戸大学教授

恵比須　繁　之 大阪大学名誉教授

永　村　一　雄 大阪市立大学副学長

大　隅　典　子 東北大学副学長

太　田　道　彦 元丸紅株式会社代表取締役副社長執行役員

岡　田　益　男 東北大学特任教授

樫　見　由美子 学校法人稲置学園監事

片　山　英　治 野村證券株式会社主任研究員

栗　原　考　次 岡山大学教授

小　泉　潤　二 人間文化研究機構監事、大阪大学名誉教授

佐々木　公　明 学校法人尚絅学院理事長・学院長

里　見　　　進 日本学術振興会理事長

竹　内　芳　美 中部大学総長補佐

寺　尾　宏　明 北海道大学名誉教授

永　島　英　夫 九州大学特任教授

永　田　　　敬 総合研究大学院大学理事・副学長

中　根　正　義 毎日新聞社部長委員

◎ 濱　田　純　一 放送倫理・番組向上機構理事長

平　野　俊　夫 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事長

松　浦　賢　長 福岡県立大学理事

御手洗　尚　樹 中央労働委員会使用者委員

村　田　　　治 関西学院大学長

村　田　光　二 成城大学教授

森　永　　　力 県立広島大学国際交流センター長

　 山　口　佳　三 京都大学監事

山　田　耕　太 敬和学園大学長

山　本　昭　二 関西学院大学教授

渡　辺　芳　人 総合研究大学院大学理事

※　◎はグループリーダー

（５）達成状況判定会議（所属は令和３年３月現在）
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相　原　玲　二 広島大学副学長

　 石　井　洋二郎 中部大学大学院国際人間学研究科長

伊　原　博　隆 沖縄工業高等専門学校長

内　野　　　儀 学習院女子大学教授

岡　村　定　矩 東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラムチェアマン補佐

清　原　慶　子 杏林大学客員教授、ルーテル学院大学学事顧問、客員教授

金　田　章　裕 京都府公立大学法人理事長

小　林　敬　和 元読売日本交響楽団理事長、元読売新聞文化部長

小　林　　　浩 リクルート進学総研所長、リクルート「カレッジマネジメント」編集長

近　藤　公　彦 小樽商科大学副学長

正　司　健　一 関西鉄道協会都市交通研究所長、神戸大学名誉教授

丹　沢　哲　郎 静岡大学理事・副学長

椿　　　美智子 電気通信大学教授

仲　上　健　一 立命館大学名誉教授

◎ 中　島　秀　之 札幌市立大学理事長・学長

沼　上　　　幹 一橋大学教授

野　田　政　弘 仁愛大学副学長

早　下　隆　士 上智大学教授

松　金　公　正 宇都宮大学学長特別補佐

宮　野　道　雄 大阪市立大学学長補佐

宮　町　良　広 大分大学教授

武　藤　芳　照 東京健康リハビリテーション総合研究所長

※　◎はグループリーダー

（第２グループ）
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（第３グループ）

安　達　　　淳 情報･システム研究機構国立情報学研究所副所長

猪　股　克　弘 名古屋工業大学副学長

岩　井　善　郎 福井大学特命教授、名誉教授

大　貝　隆　之 独立行政法人国際協力機構国際協力専門員

小笠原　直　毅 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

垣　内　喜代三 奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長

川　口　泰　雄 元タカハシスチール株式会社代表取締役社長

北　川　源四郎 東京大学特任教授

金　　　和　美 三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部サービス事業部

ヒューマンキャピタル事業室長補佐

黒　川　一　哉 北海道大学名誉教授

小　林　哲　夫 教育ジャーナリスト

酒　井　　　剛 宮崎大学副学長

芹　川　聖　一 九州工業大学理事・副学長

滝　澤　　　昇 岡山理科大学教授

◎ 谷　口　　　功 国立高等専門学校機構理事長

西　田　生　郎 埼玉大学教授

日　野　伸　一 大分工業高等専門学校長

福　永　博　俊 長崎大学理事

松　原　　　仁 東京大学教授

三　角　一　浩 鹿児島大学共同獣医学部長

八　代　　　仁 岩手大学理工学部長

若　林　良　和 愛媛大学副学長

渡　部　終　五 北里大学特任教授

※　◎はグループリーダー
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（第４グループ）

天　野　和　孝 上越教育大学特任教授

五百藏　高　浩 高知県立大学副学長

井　上　美沙子 大妻女子大学副学長

岩　山　　　勉 愛知教育大学理事・副学長

梅　津　正　美 鳴門教育大学副理事・副学長

遠　藤　隆　俊 高知大学副学長

岡　　　正　明 宮城教育大学理事・副学長

加　藤　美砂子 お茶の水女子大学副学長、附属図書館長

加　野　芳　正 香川短期大学長

上　井　喜　彦 福島大学監事

久保田　慶　一 東京経済大学客員教授

小　畑　秀　文 学校法人嘉悦学園理事、かえつ有明中・高等学校長

笹　　　のぶえ 全国普通科高等学校長会事務局長

杉　山　剛　士 武蔵学園武蔵高等学校中学校長

高　田　邦　昭 群馬県立県民健康科学大学長

髙　橋　和　子 静岡産業大学教授

名須川　知　子 兵庫教育大学教授

◎ 本　間　謙　二 北海道教育大学名誉教授

前　田　順　一 宮城教育大学理事・副学長

毛　内　嘉　威 秋田公立美術大学理事・副学長

矢　部　敏　昭 鳥取大学教授

吉　野　　　明 大妻多摩中学高等学校アドバイザー

※　◎はグループリーダー
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（第５グループ）

飯　國　芳　明 高知大学副学長

池　田　俊　也 国際医療福祉大学医学部副学部長

市　川　元　基 信州大学副学長

横　野　照　尚 九州工業大学工学研究院長

大　戸　　　斉 福島県立医科大学総括副学長

小笠原　　　司 奈良先端科学技術大学院大学副学長

片　岡　幹　雄 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

木　原　康　樹 神戸市立医療センター中央市民病院長

髙　祖　敏　明 聖心女子大学長

金　野　志　保 金野志保はばたき法律事務所弁護士

谷　岡　一　郎 大阪商業大学長

豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

西　　　健太郎 株式会社スクールパートナーズ執行役員・高校生新聞編集長

西　村　伸　也 開志専門職大学教授

日　髙　勝　美 九州歯科大学副学長

船　橋　正　美 元一般社団法人日本能率協会学校経営支援センター長

船　山　仲　他 神戸市外国語大学名誉教授

古　谷　　　研 創価大学教授

松　永　　　是 国立研究開発法人海洋研究開発機構理事長

横　田　光　広 宮崎大学工学教育研究部長・工学部長

◎ 吉　田　浩　己 鹿児島医療技術専門学校長

※　◎はグループリーダー
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（第６グループ）

荒　瀬　克　己 関西国際大学教授

生　重　幸　恵 NPO法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長

伊　藤　　　眞 筑波大学教授

稲　石　正　明 東京海洋大学教授

岩　本　　　諭 佐賀大学副学長、全学教育機構長

内　田　志づ子 元全国高等学校PTA連合会事務局長

遠　藤　俊　子 関西国際大学保健医療学部長

大　西　有　三 京都大学名誉教授

香　川　　　征 徳島県病院事業管理者

栗　田　博　之 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所フェロー

後　藤　　　治 学校法人工学院大学理事長

駒　宮　幸　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

◎ 柴　田　洋三郎 福岡県立大学理事長・学長

千　葉　吉　裕 元全国高等学校進路指導協議会事務局長

塚　元　和　弘 長崎大学教授

寺　本　憲　功 佐賀大学理事・副学長

中　村　民　雄 福島大学特任教授

花　屋　　　実 群馬大学副学長

八木沼　洋　行 福島県立医科大学教授

山　沢　清　人 東京学芸大学理事（非常勤）

山　本　清　二 浜松医科大学理事・副学長

吉　田　成　孝 旭川医科大学教授

※　◎はグループリーダー
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（第７グループ）

井　上　智　子 国立看護大学校長、東京医科歯科大学名誉教授

上　村　松　生 岩手大学教授

　　 梅　澤　　　修 横浜国立大学工学研究院長

梅　津　順　一 青山学院大学名誉教授

折　山　　　剛 茨城大学副学長

門　脇　基　二 新潟工科大学副学長

河　野　葉　月 KADOKAWA Web戦略室 カクヨム事業課長

神　田　穣　太 東京海洋大学副学長、学術研究院長

小　路　武　彦 長崎大学教授

郡　　　健二郎 公立大学法人名古屋市立大学理事長・学長

小　林　達　明 千葉大学副学長、大学院園芸学研究科長

◎ 齋　藤　　　康 千葉大学名誉教授

島　田　直　樹 佐野総合法律事務所弁護士

田　上　順　次 東京医科歯科大学教授

西　原　達　次 九州歯科大学理事長・学長

蜂　谷　豊　彦 一橋大学理事・副学長

毎　田　伸　一 日本協同組合連携機構協同組合連携部連帯推進マネージャー

前　島　正　義 中部大学教授

三　成　賢　次 大阪大学理事・副学長

光　信　一　宏 愛媛大学副学長

吉　田　宗　弘 関西大学教授

若　林　孝　一 弘前大学理事

※　◎はグループリーダー

（第８グループ）

◎ 家　　　泰　弘 日本学術振興会理事

宇　川　　　彰 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長

小田部　荘　司 九州工業大学教授

小　泉　英　明 株式会社日立製作所名誉フェロー

塩　谷　捨　明 大阪大学名誉教授

箱　嶋　敏　雄 奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長

羽　田　　　正 東京大学大学執行役・副学長・東京カレッジ長

三　明　康　郎 筑波大学特命教授

美　濃　導　彦 国立研究開発法人理化学研究所理事

※　◎はグループリーダー

-11-



（６）現況分析部会（所属は令和３年３月現在）

（人文科学系）

○ 磯　部　祐　子 富山大学理事・副学長

小　野　尚　之 東北大学教授

○ 木　部　暢　子 人間文化研究機構国立国語研究所副所長

○ 行　場　次　朗 尚絅学院大学教授

○ 栗　原　浩　英 東京外国語大学教授

久留島　　　浩 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館特任教授

白木沢　旭　児 北海道大学教授

周　藤　芳　幸 名古屋大学教授

◎ 戸田山　和　久 名古屋大学教授

丸　井　　　浩 武蔵野大学教授 

○ 米　村　千　代 千葉大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長

-12-



（社会科学系）

畔　上　秀　人 東洋学園大学大学院現代経営研究科長

石　川　城　太 一橋大学教授

○ 稲　葉　　　馨 立正大学教授

岩　本　武　和 京都大学教授

岡　田　裕　正 長崎大学教授

紀　　　葉　子 東洋大学教授

木　下　智　史 関西大学教授

葛　野　尋　之 一橋大学教授

黒　沼　悦　郎 早稲田大学教授

厳　　　善　平 同志社大学教授

◎ 潮　見　佳　男 京都大学副学長

志　賀　　　理 同志社大学教授

○ 品　田　　　裕 神戸大学理事・副学長

○ 下　田　憲　雄 大分大学学長特命補佐

瀧　　　敦　弘 広島大学教授

中　村　博　和 佐賀大学教授

中　村　まづる 青山学院大学教授

中　山　竜　一 大阪大学大学院法学研究科長

福　澤　直　樹 名古屋大学教授

水　野　紀　子 白鴎大学教授

宮　島　英　昭 早稲田大学常任理事

○ 宮　脇　　　淳 北海道大学教授

村　上　一　博 明治大学法学部長

○ 持　田　信　樹 中央大学教授

安　村　　　勉 学習院大学教授

弥　永　真　生 筑波大学教授

吉　井　昌　彦 神戸大学理事・副学長

※　◎は部会長、○は副部会長
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（理学系）

◎ 相　原　博　昭 東京大学教授

○ 荒　殿　　　誠 九州大学理事・副学長

五百部　　　裕 椙山女学園大学人間関係学部長

瓜　谷　　　章 名古屋大学教授

菅　野　浩　明 名古屋大学教授

草　野　完　也 名古屋大学宇宙地球環境研究所長

齋　藤　一　弥 筑波大学教授

○ 田　島　節　子 大阪大学名誉教授

楯　　　真　一 広島大学理事・副学長

常　深　　　博 大阪大学名誉教授

中　野　伸　一 京都大学教授

○ 野　口　哲　子 奈良女子大学名誉教授

○ 山　田　道　夫 京都大学特任教授

湯　本　貴　和 京都大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長

-14-



（工学系）

石　原　慶　一 京都大学大学院エネルギー科学研究科長

伊　藤　智　義 千葉大学教授

○ 井　上　光　輝 国立高等専門学校機構理事

宇　野　英　満 愛媛大学理事・副学長

○ 大　谷　　　順 熊本大学副学長

大　村　直　人 神戸大学教授

○ 川　田　善　正 静岡大学学術院工学領域長・工学部長

◎ 岸　本　喜久雄 東京工業大学名誉教授

北　村　隆　行 京都大学理事・副学長

熊　田　伸　弘 山梨大学工学部長

瀬戸口　　　剛 北海道大学教授

曽　根　秀　昭 東北大学教授

○ 田　中　敏　宏 大阪大学理事・副学長

塚　本　達　郎 東京海洋大学教授

永　井　由佳里 北陸先端科学技術大学院大学理事・副学長

長　坂　徹　也 東北大学教授

奈良林　　　直 東京工業大学特任教授

○ 早　瀬　敏　幸 東北大学教授

○ 増　田　隆　夫 北海道大学理事・副学長

水　谷　法　美 名古屋大学教授

野　城　智　也 東京大学教授

山　村　明　弘 秋田大学教授

渡　邉　正　義 横浜国立大学特任教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（農学系）

饗　場　浩　文 名古屋大学教授

有　馬　　　進 佐賀大学名誉教授

上　原　万里子 東京農業大学大学院農学研究科委員長・応用生物科学研究科委員長

○ 大　山　卓　爾 東京農業大学教授

木　村　暢　夫 北海道大学教授

酒　井　正　博 宮崎大学教授

佐　藤　　　繁 岩手大学教授

佐　藤　秀　一 東京海洋大学学長補佐

重　岡　　　成 近畿大学特任教授

◎ 生源寺　眞　一 福島大学教授

○ 土　川　　　覚 名古屋大学教授

○ 中　田　英　昭 長崎大学名誉教授

○ 夏　秋　啓　子 東京農業大学副学長

○ 西　村　伸　一 岡山大学教授

船　田　　　良 東京農工大学農学部長、農学研究院長、農学府長、

大学院連合農学研究科長

三　澤　尚　明 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長

山　尾　政　博 中村学園大学短期大学部特任教授、広島大学名誉教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（保健系）

味　岡　洋　一 新潟大学教授

天　野　敦　雄 大阪大学教授

泉　　　哲　郎 群馬大学教授

苛　原　　　稔 徳島大学大学院医歯薬学研究部長

江　頭　正　人 東京大学教授

○ 大　城　昌　平 聖隷クリストファー大学長

大　塚　愛　二 岡山大学教授

小　澤　一　史 日本医科大学教授

尾　野　恭　一 秋田大学大学院医学系研究科長

甲　斐　広　文 熊本大学教授

河　野　文　昭 徳島大学教授

河　野　嘉　文 鹿児島大学医学部長

北　川　昌　伸 東京医科歯科大学教授

○ 北　島　　　勲 富山大学理事・副学長

◎ 木　村　彰　方 東京医科歯科大学理事・副学長

齊　藤　延　人 東京大学大学院医学系研究科長・医学部長

○ 髙　倉　喜　信 京都大学教授

田　中　　　誠　　　 筑波大学教授

富　澤　一　仁 熊本大学教授

中　村　伸　枝 千葉大学教授

中　山　俊　憲 千葉大学副学長

○ 奈良間　美　保 京都橘大学教授

那　波　宏　之 新潟大学教授

秀　　　道　広 広島大学教授

藤　田　佐　和 高知県立大学教授

○ 前　田　健　康 新潟大学教授

松　井　秀　樹 岡山大学特命教授

松　村　　　到 近畿大学教授

眞　鍋　　　敬 静岡県立大学教授

南　　　雅　文 北海道大学教授

宮　脇　正　一 鹿児島大学教授

三　好　伸　一 岡山大学教授

八重樫　伸　生 東北大学大学院医学系研究科長・医学部長

安　井　　　弥 広島大学教授

吉　田　俊　子 聖路加国際大学看護学部長

和　田　隆　志 金沢大学理事・副学長

渡　辺　雅　彦 北海道大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（教育系）

姉　崎　洋　一 札幌大学女子短期大学部教授、北海道大学名誉教授

池　谷　尚　剛 岐阜大学教授

市　瀬　智　紀 宮城教育大学教授

伊　東　明　彦 放送大学栃木学習センター所長

稲　垣　成　哲 神戸大学教授

○ 岩　崎　久美子 放送大学教授

○ 植　田　健　男 花園大学教授

浦　　　光　博 追手門学院大学教授

遠　藤　孝　夫 淑徳大学教授

大　森　　　桂 山形大学教授

小　川　　　巌 島根大学教授

生　越　　　達 茨城大学教授

○ 小　内　　　透 北海道大学特任教授

神　部　純　一 滋賀大学教授

工　藤　与志文 東北大学教授

小田切　忠　人 琉球大学客員教授、名誉教授

小宮山　伴与志 千葉大学教授

小　山　正　孝 広島大学教授

○ 清　水　美　憲 筑波大学大学院教育研究科長

菅　野　文　彦 静岡大学教授

杉　江　淑　子 滋賀大学名誉教授

杉　山　久仁子 横浜国立大学教授

添　田　佳　伸 宮崎大学教授

○ 棚　橋　健　治 広島大学教授

土　田　　　理 鹿児島大学教授

戸　塚　　　学 弘前大学教授

永　松　裕　希 信州大学教授

名　越　利　幸 岩手大学教授

藤　田　詠　司 高知大学教授

藤　田　晃　之 筑波大学教授

前　田　洋　一 鳴門教育大学教授　

◎ 耳　塚　寛　明 青山学院大学特任教授

柳　林　信　彦 高知大学教授

山　神　眞　一 香川大学副学長

※　◎は部会長、○は副部会長
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（総合文系）

新　井　由紀夫 お茶の水女子大学副学長

伊　東　辰　彦 国際基督教大学名誉教授、順天堂大学特任教授

鏡　味　治　也 金沢大学名誉教授

○ 木　下　尚　子 熊本大学名誉教授

◎ 木　部　暢　子 人間文化研究機構国立国語研究所副所長

○ 窪　田　幸　子 神戸大学教授

樹　神　　　成 三重大学教授

清　水　康　行 日本女子大学教授

杉　江　淑　子 滋賀大学名誉教授

○ 田　坂　郁　夫 放送大学島根学習センター所長

○ 玉　川　信　一 筑波大学名誉教授

中　川　香　代 高知大学人文社会科学部長

中　道　正　之 大阪大学教授

○ 野　村　真　理 金沢大学名誉教授

畑　山　浩　昭 桜美林大学長

日　詰　一　幸 静岡大学教授

○ 星　野　英　一 琉球大学客員研究員、名誉教授

松　野　明　久 大阪大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（総合理系）

青　木　健　一 金沢大学理事・副学長

○ 浅　田　祐士郎 宮崎大学教授

荒　川　洋　二 筑波大学教授 

有　住　康　則 琉球大学名誉教授

市　川　聡　夫 熊本大学理事・副学長

◎ 喜　多　　　一 京都大学教授

○ 厨　川　常　元 東北大学教授

○ 小　林　隆　夫 東京工業大学名誉教授

阪　口　　　秀 国立研究開発法人海洋研究開発機構理事

○ 佐　藤　裕　之 弘前大学大学院理工学研究科長・理工学部長

塩　尻　信　義 静岡大学教授

清　水　康　博 長崎大学教授

杉　山　雅　人 京都大学教授

高　橋　　　寛 愛媛大学工学部長・大学院理工学研究科長

○ 田　中　　　博 筑波大学教授

田　邊　裕　治 新潟大学大学院自然科学研究科長

堤　　　宏　守 山口大学教授

富　岡　憲　治 岡山大学教授

中　尾　光　之 東北大学副理事

平　野　丈　夫 京都大学教授

廣　光　一　郎 島根大学教授

○ 舟　橋　弘　晃 岡山大学副学長

前　田　耕　治 京都工芸繊維大学副学長、大学院工芸科学研究科長

松　本　　　宏 筑波大学教授 

宮　原　裕　二 東京医科歯科大学教授

森　本　章　治 金沢大学理工学域長・理工研究域長

山　口　　　靖 名古屋大学教授

横　田　治　夫 東京工業大学教授

吉　森　　　保 大阪大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（総合融合系）

◎ 浅　見　泰　司 東京大学教授

綾　部　早　穂 筑波大学教授

井　関　俊　夫 東京海洋大学教授

大久保　邦　彦 大阪大学教授

大　月　一　弘 神戸大学副学長

〇 岡　村　耕　二 九州大学教授

小　原　一　成 東京大学教授

北　原　啓　司 弘前大学教授

木　村　邦　生 岡山大学副学長、グローバル人材育成院長

黒　木　俊　秀 九州大学教授

○ 後　藤　美　香 東京工業大学教授

佐　藤　宏　之 東京大学教授

○ 菅　原　ますみ お茶の水女子大学教授

宅　田　裕　彦 京都大学教授

○ 中　井　検　裕 東京工業大学教授

中　川　　　昭 筑波大学名誉教授

○ 中　野　　　等 九州大学大学院比較社会文化研究院長・大学院地球社会統合科学府長

中　野　義　昭 東京大学教授

中　挾　知延子 東洋大学教授

西　　　成　彦 立命館大学教授

新　田　哲　夫 金沢大学教授

○ 深　見　公　雄 放送大学高知学習センター所長

船　﨑　健　一 岩手大学教授

松　尾　基　之 東京大学教授

松　並　　　潤 神戸大学大学院国際協力研究科長

山　本　文　彦 北海道大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（大学共同利用機関）

○ 井　本　敬　二 自然科学研究機構理事

瓜　谷　　　章 名古屋大学教授

岡　村　耕　二 九州大学教授

木　下　尚　子 熊本大学名誉教授

窪　田　幸　子 神戸大学教授

◎ 久留島　　　浩 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館特任教授

塩　尻　信　義 静岡大学教授

○ 塩　谷　光　彦 東京大学教授

清　水　康　行 日本女子大学教授

常　深　　　博 大阪大学名誉教授

奈良林　　　直 東京工業大学特任教授

平　野　丈　夫 京都大学教授

○ 丸　井　　　浩 武蔵野大学教授 

※　◎は部会長、○は副部会長
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（７）研究業績水準判定組織（所属は令和３年３月現在）

（思想、芸術およびその関連分野）

◎ 石　川　伊　織 新潟県立大学教授

井　山　弘　幸 新潟大学教授

長　田　年　弘 筑波大学教授

重　田　園　江 明治大学教授

菊　地　達　也 東京大学准教授

久保村　里　正 文教大学教授

栗　原　詩　子 西南学院大学教授

小　島　智恵子 日本大学教授

小　島　優　子 高知大学准教授

○ 後　藤　雅　宣 千葉大学教授

中　迫　正　一 呉工業高等専門学校専攻科長

長　谷　千代子 九州大学准教授

西　村　直　子 東北大学准教授

野　口　雅　弘 成蹊大学教授

松　岡　由　幸 慶應義塾大学教授、早稲田大学客員教授

馬　渕　美　帆 神戸市外国語大学教授

丸　茂　美惠子 桜美林大学特任教授

村　松　俊　夫 山梨大学理事・副学長

湯　浅　邦　弘 大阪大学教授

（文学、言語学およびその関連分野）

有　田　節　子 立命館大学教授

石　川　慎一郎 神戸大学教授

伊集院　郁　子 東京外国語大学教授

上　山　あゆみ 九州大学教授

大　森　裕　實 愛知県立大学教授

喜　納　育　江 琉球大学教授

木　村　義　之 慶應義塾大学教授

菅　原　慶　乃 関西大学教授

杉　岡　洋　子 慶應義塾大学名誉教授

竹　内　栄美子 明治大学教授

田　島　俊　郎 徳島大学教授

◎ 巽　　　孝　之 慶應義塾大学教授

冨　田　かおる 山形大学教授

永　崎　研　宣 一般財団法人人文情報学研究所主席研究員

中　島　ひかる 東京医科歯科大学副理事

西　尾　哲　夫 人間文化研究機構国立民族学博物館教授
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東　　　英　寿 九州大学教授

深　澤　清　治 広島大学名誉教授

前　田　直　子 学習院大学教授

増　田　裕美子 二松学舎大学教授

○ 宗　像　和　重 早稲田大学教授

芳　鐘　冬　樹 筑波大学教授

（歴史学、考古学、博物館学およびその関連分野）

稲　葉　政　満 東京藝術大学名誉教授

岩　井　　　淳 静岡大学教授

内　田　吉　哉 愛知文教大学准教授

小　泉　晋　弥 茨城大学名誉教授

杉　井　　　健 熊本大学准教授

◎ 園　田　直　子 人間文化研究機構国立民族学博物館教授

徳　橋　　　曜 富山大学教授

中　嶋　　　毅 東京都立大学教授

○ 中　砂　明　徳 京都大学教授

弘　末　雅　士 公益財団法人東洋文庫研究員

古尾谷　知　浩　 名古屋大学教授

松　田　京　子 学校法人南山学園常務理事、南山大学教授

溝　辺　泰　雄 明治大学教授

宮　本　一　夫 九州大学教授

（地理学、文化人類学、民俗学およびその関連分野）

安　達　祐　子 上智大学教授

阿　南　　　透 江戸川大学教授

飯　嶋　好　彦 東洋大学国際観光学部長

上　杉　富　之 成城大学グローカル研究センター長

隠　岐　さや香 名古屋大学教授

小　口　　　高 東京大学教授

◎ 杉　浦　和　子 京都大学教授

松　原　　　宏 東京大学教授

○ 松　本　　　淳 東京都立大学教授

丸　川　知　雄 東京大学教授

三　成　美　保 奈良女子大学副学長

山　川　和　彦 麗澤大学教授

（法学およびその関連分野）

石　黒　匡　人 小樽商科大学教授

加　藤　克　佳 専修大学教授

○ 小　林　　　量 名古屋大学教授

児矢野　マ　リ 北海道大学教授
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坂　本　一　也 岐阜大学教授

関　　　ふ佐子 横浜国立大学教授

田　中　孝　男 九州大学教授

玉　井　克　哉 東京大学教授、信州大学教授

寺　田　浩　明 京都大学名誉教授

◎ 道垣内　正　人 早稲田大学教授

中　内　　　哲 熊本大学教授

萩　澤　達　彦 法政大学教授

松　澤　　　伸 早稲田大学教授

村　山　眞　維 明治大学名誉教授

（政治学およびその関連分野）

安　達　祐　子 上智大学教授

石　田　　　淳 東京大学教授

隠　岐　さや香 名古屋大学教授

○ 清　水　耕　介 龍谷大学教授

新　川　敏　光 法政大学教授

◎ 眞　柄　秀　子 早稲田大学教授

丸　川　知　雄 東京大学教授

三　成　美　保 奈良女子大学副学長

（経済学、経営学およびその関連分野）

安　藤　至　大 日本大学教授

飯　嶋　好　彦 東洋大学国際観光学部長

石　坂　元　一 中央大学教授

岩　間　俊　彦 東京都立大学教授

上　野　清　貴 中央大学教授

上　藤　一　郎 静岡大学教授

川　崎　一　泰 中央大学教授

小　峯　　　敦 龍谷大学教授

髙　嶋　克　義 神戸大学教授

塚　原　英　敦 成城大学教授

寺　井　公　子 慶應義塾大学教授

中　川　雅　之 日本大学教授

中　迫　俊　逸 中央大学教授

西　島　博　樹 中村学園大学教授

長谷部　　　弘 東北大学教授

○ 宮　川　栄　一 神戸大学教授

村　上　恵　子 県立広島大学教授

元　橋　一　之 東京大学教授

守　　　健　二 東北大学教授
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◎ 森　岡　　　裕 富山大学教授

八　島　雄　士 和歌山大学教授

山　川　和　彦 麗澤大学教授

（社会学およびその関連分野）

飯　嶋　好　彦 東洋大学国際観光学部長

隠　岐　さや香 名古屋大学教授

樫　田　美　雄 神戸市看護大学准教授

倉　持　清　美 東京学芸大学教授

○ 小伊藤　亜希子 大阪市立大学教授

樽　本　英　樹 早稲田大学教授

所　　　道　彦 大阪市立大学教授

三　成　美　保　　 奈良女子大学副学長

山　川　和　彦 麗澤大学教授

◎ 山　本　　　努 神戸学院大学教授

（教育学およびその関連分野 ）

赤　倉　貴　子 東京理科大学教授

有　田　節　子 立命館大学教授

飯　吉　弘　子 大阪市立大学教授

池　田　　　満 北陸先端科学技術大学院大学教授

伊集院　郁　子 東京外国語大学教授

門　田　光　司 久留米大学教授

木　村　拓　也 九州大学准教授

木　村　博　一 広島大学教授

倉　本　哲　男 横浜国立大学教授

桑　原　敏　典 岡山大学教授

小　島　道　生 筑波大学准教授

齊　藤　貴　浩 大阪大学教授

竺　沙　知　章 京都教育大学教授

土　佐　幸　子 新潟大学教授

冨　田　かおる 山形大学教授

◎ 南　部　初　世 名古屋大学教授

○ 濱　中　義　隆 国立教育政策研究所高等教育研究部副部長・総括研究官

平　野　俊　英 愛知教育大学副学長

深　澤　清　治 広島大学名誉教授

三　崎　　　隆 信州大学教授

森　野　美　央 長崎大学准教授

吉　澤　千　夏 上越教育大学准教授

（心理学およびその関連分野）

赤　松　幹　之 国立研究開発法人産業技術総合研究所特命上席研究員
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遠　藤　利　彦 東京大学教授

岡　　　　　隆 日本大学評議員、文理学部次長

◎ 唐　沢　かおり 東京大学教授

清　河　幸　子 東京大学准教授

○ 坂　田　省　吾 広島大学教授

沢　宮　容　子 筑波大学教授

柴　山　　　直 東北大学教授

冨　家　直　明 北海道医療大学心理科学部長

山　口　真　美 中央大学教授

（代数学、幾何学およびその関連分野）

○ 伊　藤　由佳理 東京大学教授

金　子　昌　信 九州大学教授

◎ 小　磯　深　幸 九州大学教授

三　松　佳　彦 中央大学教授

（解析学、応用数学およびその関連分野）

◎ 磯　　　祐　介 京都大学教授

伊　藤　秀　一 神奈川大学特任教授

○ 小　川　卓　克 東北大学数理科学連携研究センター長

小　澤　　　徹 早稲田大学教授

菊　池　　　誠 神戸大学教授

清　水　扇　丈 京都大学教授

増　田　弘　毅 九州大学教授

吉　田　朋　広 東京大学教授

（物性物理学およびその関連分野）

家　富　　　洋 新潟大学教授

今　井　正　幸 東北大学教授

鵜　飼　正　敏 東京農工大学教授

鬼　頭　　　聖 国立研究開発法人産業技術総合研究所主任研究員

猿　山　靖　夫 京都工芸繊維大学名誉教授

白　井　正　文 東北大学教授

◎ 田　中　耕一郎 京都大学教授

○ 村　上　洋　一 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所教授

山　田　徳　史 福井大学教授

（プラズマ学およびその関連分野）

安　藤　　　晃 東北大学教授

上　坂　　　充 内閣府原子力委員会委員長

大　野　哲　靖 名古屋大学教授

小　磯　晴　代 高エネルギー加速器研究機構名誉教授、加速器研究施設研究員

◎ 豊　田　浩　孝 名古屋大学教授
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○ 橋　爪　秀　利 東北大学教授

渡　邉　隆　行 九州大学教授

渡　邉　智　彦 名古屋大学教授

（素粒子、原子核、宇宙物理学およびその関連分野）

飯　嶋　　　徹 名古屋大学教授

磯　　　　　暁 総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究科長

上　坂　　　充 内閣府原子力委員会委員長

◎ 小　池　裕　司 新潟大学教授

小　磯　晴　代 高エネルギー加速器研究機構名誉教授、加速器研究施設研究員

関　口　仁　子 東北大学准教授

○ 野　海　博　之 大阪大学教授

船久保　公　一 佐賀大学教授

（天文学およびその関連分野）

◎ 梅　村　雅　之 筑波大学教授

高　梨　直　紘 東京大学特任准教授

嶺　重　　　慎 京都大学教授

（地球惑星科学およびその関連分野）

秋　友　和　典 京都大学教授

近　藤　昭　彦 千葉大学教授

佐　竹　健　治 東京大学教授

杉　本　敦　子 北海道大学教授

○ 寺　田　健太郎 大阪大学教授

平　原　和　朗 国立研究開発法人理化学研究所嘱託研究員

星　野　真　弘 東京大学教授

堀之内　　　武 北海道大学准教授

前　田　晴　良 九州大学教授

◎ 村　山　雅　史 高知大学教授

（材料力学、生産工学、設計工学およびその関連分野）

安　藤　泰　久 東京農工大学教授

尾　方　成　信 大阪大学教授

◎ 酒　井　信　介 横浜国立大学客員教授

志　澤　一　之 慶應義塾大学教授

中　村　春　夫 東京工業大学名誉教授

○ 楢　原　弘　之 九州工業大学教授

松　原　雅　昭 群馬大学教授

森　脇　一　郎 京都工芸繊維大学教授

（流体工学、熱工学およびその関連分野）

小　原　　　拓 東北大学教授
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西　山　秀　哉 大阪大学招聘教授、東北大学名誉教授

◎ 花　村　克　悟 東京工業大学教授

○ 吉　田　茂　雄 九州大学教授

（機械力学、ロボティクスおよびその関連分野）

◎ 眞　田　一　志 横浜国立大学教授

○ 佐　野　明　人 名古屋工業大学教授

澁　谷　陽　二 大阪大学教授

峯　田　　　貴 山形大学教授

（電気電子工学およびその関連分野）

相　津　佳　永 室蘭工業大学教授

石　山　和　志 東北大学教授

岩　崎　　　誠 名古屋工業大学教授

○ 大　山　　　力 横浜国立大学教授

小　田　俊　理 東京工業大学名誉教授

◎ 加　藤　景　三 新潟大学教授

金　子　　　修 電気通信大学教授

榊　原　勝　己 岡山県立大学教授

杉　本　謙　二 奈良先端科学技術大学院大学教授

藤　掛　英　夫 東北大学教授

藤　田　英　明 東京工業大学工学院副学院長

森　　　香津夫 三重大学教授

（土木工学およびその関連分野）

○ 朝　倉　康　夫 東京工業大学教授

小　澤　一　雅 東京大学教授

◎ 風　間　　　聡 東北大学教授

風　間　基　樹 東北大学教授

加　藤　佳　孝 東京理科大学教授

木　村　　　亮 京都大学教授

桑　原　雅　夫 東北大学教授

古　関　潤　一 東京大学教授

髙　山　純　一 金沢大学名誉教授

武　若　　　聡 筑波大学教授

中　村　　　光 名古屋大学教授

山　口　隆　司 長岡技術科学大学教授

（建築学およびその関連分野）

◎ 大　佛　俊　泰 東京工業大学教授

谷　本　　　潤 九州大学教授

中　迫　正　一 呉工業高等専門学校専攻科長

○ 中　埜　良　昭 東京大学教授

-29-



原　田　志津男 元都城工業高等専門学校教授

福　井　秀　夫 政策研究大学院大学教授

麓　　　和　善 名古屋工業大学大学院教授

松　岡　由　幸 慶應義塾大学教授、早稲田大学客員教授

松　政　貞　治 富山大学教授

光　田　　　恵 大同大学教授

（航空宇宙工学、船舶海洋工学およびその関連分野）

○ 上　野　誠　也 横浜国立大学教授

◎ 柏　木　　　正 大阪大学教授

日　野　孝　則 横浜国立大学教授

李　家　賢　一 東京大学教授

（社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野）

牛　尾　知　雄 大阪大学教授

◎ 大　谷　英　雄 横浜国立大学大学院環境情報研究院長

窪　田　亜　矢 東京大学特任教授

澁　谷　　　啓 神戸大学教授

○ 清　水　則　一 山口大学教授

三　宅　淳　巳 横浜国立大学学長補佐

（材料工学およびその関連分野）

伊　藤　吾　朗 茨城大学教授

井　原　郁　夫 長岡技術科学大学教授

葛　西　栄　輝 東北大学教授

木　村　　　薫 東京大学教授

後　藤　　　健 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構准教授

才　田　一　幸 大阪大学教授

篠　崎　和　夫 東京工業大学特命教授、名誉教授

柴　柳　敏　哉 富山大学教授

高　村　　　仁 東北大学教授

◎ 月　橋　文　孝 東京大学名誉教授

松　田　元　秀 熊本大学教授

○ 松　原　英一郎 早稲田大学客員上級研究員

（化学工学およびその関連分野）

阿　尻　雅　文 東北大学教授

○ 猪　股　　　宏 東北大学教授

大　政　健　史 大阪大学総長補佐

窪　田　好　浩 横浜国立大学教授

都　留　稔　了 広島大学教授

羽　深　　　等 横浜国立大学教授

◎ 山　下　弘　巳 大阪大学教授
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養王田　正　文 東京農工大学卓越教授

（ナノマイクロ科学およびその関連分野）

大　岩　　　顕 大阪大学教授

○ 尾　形　修　司 名古屋工業大学教授

高　井　まどか 東京大学教授

谷　口　正　輝 大阪大学教授

中　村　泰　信 東京大学教授

西　澤　松　彦 東北大学教授

◎ 春　山　哲　也 九州工業大学教授

藤　田　博　之 東京都市大学特任教授

村　上　　　裕 名古屋大学教授

村　田　靖次郎 京都大学教授

（応用物理物性およびその関連分野）

酒　井　啓　司 東京大学教授

佐々木　浩　一 北海道大学教授

○ 白　石　賢　二 名古屋大学教授

辻　岡　　　強 大阪教育大学教授

星　野　聡　孝 大阪府立大学教授

◎ 山　田　　　明 東京工業大学教授

（応用物理工学およびその関連分野）

◎ 宇　田　　　聡 東北大学教授

○ 小　野　浩　司 長岡技術科学大学教授

柿　本　浩　一 九州大学教授

馬　場　俊　彦 横浜国立大学教授

（原子力工学、地球資源工学、エネルギー学およびその関連分野）

◎ 井　口　哲　夫 名古屋大学名誉教授

尾　原　祐　三 熊本県立技術短期大学校長

○ 福　井　勝　則 東京大学教授

森　　　治　嗣 北海道大学招聘客員教授

（物理化学、機能物性化学およびその関連分野）

◎ 藤　井　正　明 東京工業大学教授

美齊津　文　典 東北大学教授

山　本　浩　史 自然科学研究機構分子科学研究所教授

○ 吉　澤　一　成 九州大学先導物質化学研究所長

（有機化学およびその関連分野）

石　原　一　彰 名古屋大学教授

後　藤　　　敬 東京工業大学教授

◎ 小　林　　　修 東京大学教授

○ 平　野　雅　文 東京農工大学教授
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（無機・錯体化学、分析化学およびその関連分野）

○ 石　井　知　彦 香川大学教授

◎ 大　塚　浩　二 京都大学教授

嶌　越　　　恒 九州大学教授

徳　永　　　信 九州大学教授

戸野倉　賢　一 東京大学教授

渡　邉　　　茂 高知大学教授

（高分子、有機材料およびその関連分野）

◎ 秋　吉　一　成 京都大学教授

岩　田　忠　久 東京大学教授

右　手　浩　一 徳島大学教授

加　藤　隆　史 東京大学教授

○ 塩　野　　　毅 広島大学教授

山　口　政　之 北陸先端科学技術大学院大学教授

（無機材料化学、エネルギー関連化学およびその関連分野）

◎ 梅　田　　　実 長岡技術科学大学教授

白　上　　　努 宮崎大学教授

多々見　純　一 横浜国立大学教授

○ 田　中　勝　久 京都大学教授

（生体分子化学およびその関連分野）

加　藤　晃　一 自然科学研究機構生命創成探究センター長

菊　地　和　也 大阪大学教授

塩　見　美喜子 東京大学教授

一二三　恵　美 大分大学教授

◎ 三　原　久　和 東京工業大学教授

○ 山　本　泰　彦 筑波大学教授

（農芸化学およびその関連分野）

大　西　素　子 中部大学教授

加　藤　雅　士 名城大学社会連携センター長

鬼　頭　　　誠 琉球大学教授

◎ 五　味　勝　也 東北大学教授

坂　本　　　亘 岡山大学資源植物科学研究所長

○ 佐　藤　隆一郎 東京大学教授

関　　　泰一郎 日本大学教授

深　水　昭　吉 筑波大学教授

馬　　　建　鋒 岡山大学教授

三　芳　秀　人 京都大学教授

村　上　洋　太 北海道大学教授
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森　　　春　英 北海道大学教授

（生産環境農学およびその関連分野）

朝　廣　和　夫 九州大学准教授

井　澤　　　毅 東京大学教授

石　川　幸　男 摂南大学特任教授

板　井　章　浩 京都府立大学教授

◎ 戒　能　洋　一 筑波大学教授

後　藤　哲　雄 流通経済大学教授

齊　藤　邦　行 岡山大学教授

林　　　久　喜 筑波大学教授

○ 肘　井　直　樹 名古屋大学教授

松　浦　健　二 京都大学教授

松　田　陽　介 三重大学教授

三　島　孔　明 千葉大学准教授

渡　辺　慶　一 日本大学特任教授

渡　辺　正　夫 東北大学教授

（森林圏科学、水圏応用科学およびその関連分野）

東　　　信　行 弘前大学教授

荒　井　修　亮 国立研究開発法人水産研究・教育機構理事

◎ 柿　澤　宏　昭 北海道大学教授

黒　田　慶　子 神戸大学教授

近　藤　秀　裕 東京海洋大学教授

○ 福　島　和　彦 名古屋大学教授

光　永　　　徹 岐阜大学教授

良　永　知　義 東京大学教授

（社会経済農学、農業工学およびその関連分野）

秋　津　元　輝 京都大学教授

有　馬　誠　一 愛媛大学教授

木　立　真　直 中央大学教授

信　濃　卓　郎 北海道大学教授

南　石　晃　明 九州大学教授

◎ 野見山　敏　雄 東京農工大学教授

原　田　一　宏 名古屋大学教授

○ 藤　原　正　幸 京都大学教授

松　本　武　祝 東京大学教授

山　路　永　司 東京大学名誉教授

（獣医学、畜産学およびその関連分野）

安居院　高　志 北海道大学教授

○ 石　塚　真由美 北海道大学教授

-33-



植　田　富貴子 ヤマザキ動物看護大学専任教授

小　澤　壯　行 日本獣医生命科学大学教授

柏　崎　直　巳 麻布大学教授

◎ 久　和　　　茂 東京大学教授

竹　原　一　明 東京農工大学教授

丸　山　総　一 日本大学教授

山　田　宜　永 新潟大学教授

（分子レベルから細胞レベルの生物学およびその関連分野）

明　石　　　良 宮崎大学副学長、IR推進センター長

○ 有　田　正　規 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所教授

川　上　浩　一 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所教授

神　取　秀　樹 名古屋工業大学教授

木　村　　　宏 東京工業大学教授

塩　見　春　彦 慶應義塾大学教授

西　谷　和　彦 神奈川大学教授

◎ 原　田　慶　恵 大阪大学教授

三　浦　正　幸 東京大学教授

村　田　武　士 千葉大学教授

山　本　雅　之 東北大学東北メディカル・メガバンク機構長

横　山　茂　之 国立研究開発法人理化学研究所特別招聘研究員

（細胞レベルから個体レベルの生物学およびその関連分野）

青　木　　　考 大阪府立大学教授

蟻　川　謙太郎 総合研究大学院大学教授

稲　垣　直　之 奈良先端科学技術大学院大学教授

河　野　重　行 東京大学特任研究員

◎ 清　水　重　臣 東京医科歯科大学教授

○ 谷　口　光　隆 名古屋大学教授

松　崎　文　雄 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

松　島　俊　也 北海道大学教授

森　田　美　代 自然科学研究機構基礎生物学研究所教授

吉　田　　　薫 東京大学教授

米　村　重　信 徳島大学教授

（個体レベルから集団レベルの生物学と人類学およびその関連分野）

占　部　城太郎 東北大学教授

片　山　　　勉 九州大学教授

○ 河　田　雅　圭 東北大学教授

小　林　武　彦 東京大学教授

齊　藤　　　隆 北海道大学教授

◎ 斎　藤　成　也 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所教授
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嶋　田　正　和 国立研究開発法人産業技術総合研究所研究推進主任、東京大学名誉教授

竹ノ下　祐　二 中部学院大学教授

中　川　尚　史 京都大学教授

中　務　真　人 京都大学教授

宮　下　　　直 東京大学教授

鷲　谷　いづみ 東京大学名誉教授

（神経科学およびその関連分野）

柿　田　明　美 新潟大学脳研究所副所長

寺　田　純　雄 東京医科歯科大学教授

仲　嶋　一　範 慶應義塾大学教授

林　　　康　紀 京都大学教授

宮　田　卓　樹 名古屋大学教授

◎ 森　　　郁　恵 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長

○ 森　　　　　寿 富山大学教授

（薬学およびその関連分野）

赤　池　昭　紀 和歌山県立医科大学客員教授

荒　木　賢　二 宮崎大学教授

今　井　康　之 静岡県立大学理事・副学長

今　泉　祐　治 名古屋市立大学理事・副学長

◎ 植　田　　　正 九州大学大学院薬学研究院副研究院長

小　松　かつ子 富山大学和漢医薬学総合研究所長

佐々木　茂　貴 長崎国際大学教授

佐　治　英　郎 京都大学学術研究支援室長、特任教授

○ 徳　山　英　利 東北大学教授

中　山　守　雄 長崎大学副学長

橋　田　　　充 京都大学特任教授

山　口　直　人 千葉大学名誉教授

（生体の構造と機能およびその関連分野）

◎ 岡　部　繁　男 東京大学教授

○ 熊　谷　嘉　人 筑波大学教授

齋　藤　尚　亮 セラボヘルスケアサービス株式会社特別顧問

高　倉　伸　幸 大阪大学教授

鍋　倉　淳　一 自然科学研究機構生理学研究所長

萩　原　正　敏 京都大学教授

廣　瀬　謙　造 東京大学教授

藤　本　豊　士 順天堂大学特任教授

和　氣　秀　文 順天堂大学教授

（病理病態学、感染・免疫学およびその関連分野）

伊　藤　隆　明 熊本大学教授
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太　田　伸　生 鈴鹿医療科学大学教授

川　口　　　寧 東京大学教授

◎ 田　中　秀　央 京都府立医科大学教授

東　田　修　二 東京医科歯科大学教授

中　山　　　淳 信州大学医学部長

濵　﨑　洋　子 京都大学教授

平　井　　　到 琉球大学教授

福　井　宣　規 九州大学生体防御医学研究所長

増　田　しのぶ 日本大学教授

丸　山　治　彦 宮崎大学教授

三井田　　　孝 順天堂大学教授

森　川　一　也 筑波大学教授

○ 安　友　康　二 徳島大学教授

山　田　雅　夫 新見公立大学特任教授

（腫瘍学およびその関連分野）

稲　澤　譲　治 東京医科歯科大学教授

杉　尾　賢　二 大分大学教授

◎ 戸　井　雅　和 京都大学教授

中　村　卓　郎 公益財団法人がん研究会がん研究所副所長

○ 三　木　義　男 東京医科歯科大学教授

（ブレインサイエンスおよびその関連分野）

○ 岡ノ谷　一　夫 東京大学教授

小　川　園　子 筑波大学執行役員、人間系長

木　山　博　資 名古屋大学教授

小　西　清　貴 順天堂大学教授

筒　井　健一郎 東北大学教授

◎ 遠　山　育　夫 滋賀医科大学理事・副学長

山　中　宏　二 名古屋大学教授

（内科学一般およびその関連分野）

粟　井　和　夫 広島大学医学部長

飯　田　俊　穂 安曇野内科ストレスケアクリニック院長　

大　嶋　勇　成 福井大学教授

○ 櫻　井　英　幸 筑波大学教授

◎ 戸　田　達　史 東京大学教授

服　部　信　孝 順天堂大学医学部長・大学院医学研究科長

水　上　勝　義 筑波大学教授

森　尾　友　宏 東京医科歯科大学教授

山　田　哲　也 東京医科歯科大学教授

吉　内　一　浩 東京大学准教授
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（器官システム内科学およびその関連分野）

阿　部　理一郎 新潟大学教授

一ノ瀬　正　和 大崎市民病院アカデミックセンター監理官

伊　藤　　　浩 岡山大学教授

金　井　隆　典 慶應義塾大学教授

坂　田　泰　史 大阪大学教授

坂　本　直　哉 北海道大学教授

◎ 重　松　　　隆 和歌山県立医科大学教授

平　井　豊　博 京都大学教授

藤　本　　　学 大阪大学教授

増　山　　　理 地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター院長

○ 持　田　　　智 埼玉医科大学診療部長

門　川　俊　明 慶應義塾大学教授

（生体情報内科学およびその関連分野）

青　木　洋　介 佐賀大学教授

○ 有　馬　　　寛 名古屋大学教授

太　田　康　男 国立病院機構東埼玉病院副院長

清　井　　　仁 名古屋大学教授

高　折　晃　史 京都大学教授

谷　澤　幸　生 山口大学副学長

◎ 平　形　道　人 慶應義塾大学教授

和　田　　　淳 岡山大学教授

（恒常性維持器官の外科学およびその関連分野）

浅　井　　　徹 順天堂大学教授

大　塚　将　之 千葉大学教授

越　永　從　道 日本大学教授

坂　本　哲　也 帝京大学医学部附属病院長

調　　　　　憲 群馬大学教授

杉　尾　賢　二 大分大学教授

○ 武　冨　紹　信 北海道大学教授

湊　谷　謙　司 京都大学教授

山　蔭　道　明 札幌医科大学教授

横　田　裕　行 日本体育大学大学院保健医療学研究科長

横見瀬　裕　保 香川大学教授

◎ 萬　　　知　子 杏林大学教授

（生体機能および感覚に関する外科学およびその関連分野）

青　木　一　治 名古屋学院大学教授

◎ 市　川　智　彦 千葉大学教授

上　羽　哲　也 高知大学教授
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大久保　公　裕 日本医科大学教授

大　須　賀　穣 東京大学教授

○ 大　野　京　子 東京医科歯科大学教授

岡　崎　　　睦 東京大学教授

川　内　秀　之 島根大学名誉教授

貴　志　和　生 慶應義塾大学教授

廣　畑　　　聡 岡山大学教授

藤　井　靖　久 東京医科歯科大学教授

松　野　　　彰 帝京大学主任教授

宮　坂　尚　幸 東京医科歯科大学教授

村　上　　　晶 順天堂大学教授

（口腔科学およびその関連分野）

◎ 東　　　みゆき 東京医科歯科大学教授

木　村　博　人 弘前医療福祉大学教授

○ 齋　藤　正　寛 東北大学教授

砂　田　勝　久 日本歯科大学教授

豊　澤　　　悟 大阪大学教授

西　村　英　紀 九州大学教授

花　田　信　弘 鶴見大学教授

林　　　美加子 大阪大学歯学部附属病院長

藤　澤　政　紀 明海大学教授

松　村　英　雄 日本大学教授

宮　脇　卓　也 岡山大学教授

森　田　　　学 岡山大学教授

山　下　喜　久 九州大学教授

山　本　照　子 北海道大学客員教授

若　森　　　実 東北大学教授

（社会医学、看護学およびその関連分野）

池　田　典　昭 九州大学教授

◎ 今　中　雄　一 京都大学教授

上　野　栄　一 福井大学教授

○ 江　藤　宏　美 長崎大学教授

大　橋　一　友 大手前大学副学長

齋　藤　玲　子 新潟大学教授

真　田　弘　美 東京大学教授

笽　島　　　茂 三重大学教授

多賀谷　　　昭 長野県看護大学名誉教授

泊　　　祐　子 関西福祉大学教授

西　村　明　儒 徳島大学教授
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任　　　和　子 京都大学教授

丸　山　総　一 日本大学教授

村　嶋　幸　代 大分県立看護科学大学理事長・学長

山　縣　然太朗 山梨大学教授

米　本　倉　基 藤田医科大学教授

（スポーツ科学、体育、健康科学およびその関連分野）

浅　井　友　詞 日本福祉大学教授

岡　田　修　一 神戸大学教授

◎ 黒　木　裕　士 京都大学教授

○ 富　樫　泰　一 茨城大学教授

中　島　　　啓 神奈川県立保健福祉大学教授

中　村　敏　也 弘前大学教授

橋　爪　和　夫 富山大学教授

八　木　ありさ 日本女子体育大学教授

（情報科学、情報工学およびその関連分野）

青　戸　等　人 新潟大学教授

大　木　英　司 京都大学教授

緒　方　和　博 北陸先端科学技術大学院大学教授

尾　方　成　信 大阪大学教授

岸　野　洋　久 東京大学教授

関　　　浩　之 名古屋大学教授

只　木　進　一 佐賀大学教授

中　田　登志之 東京大学大学院情報理工学系研究科ソーシャルICT研究センター長

中　西　寛　子 成蹊大学名誉教授

中　野　美由紀 津田塾大学教授

名嘉村　盛　和 琉球大学教授

東　野　輝　夫 大阪大学教授

◎ 牧　野　光　則 中央大学教授

増　田　弘　毅 九州大学教授

水　野　慎　士 愛知工業大学教授

○ 宮　地　充　子 大阪大学教授

森　井　昌　克 神戸大学教授

（人間情報学およびその関連分野）

赤　松　幹　之 国立研究開発法人産業技術総合研究所特命上席研究員

◎ 荒　川　　　薫 明治大学総合数理学部長

家　富　　　洋 新潟大学教授

石　井　裕　剛 京都大学准教授

加　藤　俊　一 中央大学教授
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北　村　喜　文 東北大学電気通信研究所副所長

木　下　哲　男 東北大学名誉教授

清　河　幸　子 東京大学准教授

杉　野　直　規 大島商船高等専門学校教授

鈴　木　宏　昭 青山学院大学教授

中　迫　正　一 呉工業高等専門学校専攻科長

橋　本　　　敬 北陸先端科学技術大学院大学教授

松　岡　由　幸 慶應義塾大学教授、早稲田大学客員教授

宮　脇　和　人 秋田工業高等専門学校副校長

○ 森　　　辰　則 横浜国立大学教授

山　森　一　人 宮崎大学教授

（応用情報科学およびその関連分野）

赤　倉　貴　子 東京理科大学教授

荒　木　賢　二 宮崎大学教授

池　田　　　満 北陸先端科学技術大学院大学教授

木　村　通　男 浜松医科大学教授

○ 小　谷　賢太郎 関西大学教授

◎ 武　田　英　明 情報・システム研究機構国立情報学研究所教授

永　崎　研　宣 一般財団法人人文情報学研究所主席研究員

牧　野　光　則 中央大学教授

三　上　浩　司 東京工科大学教授

芳　鐘　冬　樹 筑波大学教授

（環境解析評価およびその関連分野）

朝　賀　広　伸 創価大学教授

岩　田　久　人 愛媛大学教授

川　本　克　也 岡山大学教授

◎ 小　松　輝　久 公益社団法人日本水産資源保護協会技術顧問

鑪　迫　典　久 愛媛大学教授

○ 廣　橋　伸　之 広島大学教授

山　岡　聖　典 岡山大学教授

渡　邉　英　宏 国立研究開発法人国立環境研究所環境計測研究センター長

（環境保全対策およびその関連分野）

池　　　道　彦 大阪大学教授

岡　部　　　徹 東京大学副学長

◎ 岡　本　耕　平 愛知大学教授

鈴　木　政　史 上智大学教授

鈴　木　祥　広 宮崎大学教授

鈴　木　亮　輔 北海道大学特任教授

原　　　一　広 九州大学教授
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○ 松　田　裕　之 横浜国立大学教授

松　野　泰　也 千葉大学教授

門　谷　　　茂 北海道大学名誉教授

鷲　谷　いづみ 東京大学名誉教授

（人間医工学およびその関連分野）

○ 小　野　　　稔 東京大学教授

◎ 小　山　博　史 東京大学教授

小　山　善　文 熊本高等専門学校教授

河　原　和　夫 東京医科歯科大学教授

小　寺　吉　衞 名古屋大学名誉教授

西　條　芳　文 東北大学教授

田　中　真　美 東北大学教授

増　澤　　　徹 茨城大学大学院理工学研究科長・工学部長

山　本　雅　哉 東北大学教授

由　井　伸　彦 東京医科歯科大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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