
No. 所　　属　 職　名 氏　名 No. 所　　属　 職　名 氏　名
1 人文科学研究院 教授 久保　智之 64 システム情報科学研究院 教授 内田　誠一

2 比較社会文化研究院 主幹教授 田中　良之 65 システム情報科学研究院 教授 圓福　敬二

3 法学研究院 主幹教授 河野　俊行 66 システム情報科学研究院 教授 木須　隆暢

4 理学研究院 教授 石原　健 67 システム情報科学研究院 主幹教授 白谷　正治

5 理学研究院 教授 大場　正昭 68 システム情報科学研究院 主幹教授 都甲　潔

6 理学研究院 主幹教授 島崎　研一郎 69 システム情報科学研究院 教授 林　健司

7 理学研究院 教授 清水　洋 70 システム情報科学研究院 教授 福田　晃

8 理学研究院 主幹教授 下東　康幸 71 システム情報科学研究院 教授 古川　浩

9 理学研究院 教授 舘田　英典 72 システム情報科学研究院 教授 吉田　啓二

10 理学研究院 教授 奈良岡　浩 73 システム情報科学研究院 准教授 井上　弘士

11 理学研究院 主幹教授 藤木　幸夫 74 システム情報科学研究院 准教授 濵屋　宏平

12 理学研究院 主幹教授 矢原　徹一 75 システム情報科学研究院 准教授 藤崎　清孝

13 医学研究院 主幹教授 赤司　浩一 76 システム情報科学研究院 准教授 松永　裕介

14 医学研究院 教授 石橋　達朗 77 総合理工学研究院 教授 青木　百合子

15 医学研究院 教授 岩本　幸英 78 総合理工学研究院 教授 小山　繁

16 医学研究院 教授 江頭　健輔 79 総合理工学研究院 准教授 堤井　君元

17 医学研究院 教授 大木　研一 80 農学研究院 教授 石野　良純

18 医学研究院 教授 神庭　重信 81 農学研究院 教授 伊東　信

19 医学研究院 教授 清原　裕 82 農学研究院 教授 大島　敏久

20 医学研究院 教授 吉良　潤一 83 農学研究院 教授 久原　哲

21 医学研究院 主幹教授 砂川　賢二 84 農学研究院 教授 白畑　實隆

22 医学研究院 教授 住本　英樹 85 農学研究院 教授 園元　謙二

23 医学研究院 教授 橋爪　誠 86 農学研究院 主幹教授 立花　宏文

24 医学研究院 教授 原　寿郎 87 農学研究院 教授 堤　祐司

25 医学研究院 教授 古江　増隆 88 農学研究院 教授 南石　晃明

26 医学研究院 教授 前原　喜彦 89 農学研究院 教授 古瀬　充宏

27 医学研究院 教授 目野　主税 90 農学研究院 准教授 花井　泰三

28 医学研究院 主幹教授 諸橋　憲一郎 91 生体防御医学研究所 教授 谷　憲三朗

29 医学研究院 教授 吉田　眞一 92 生体防御医学研究所 主幹教授 中別府　雄作

30 薬学研究院 主幹教授 井上　和秀 93 生体防御医学研究所 主幹教授 中山　敬一

31 薬学研究院 主幹教授 佐々木　茂貴 94 生体防御医学研究所 主幹教授 福井　宣規

32 薬学研究院 准教授 津田　誠 95 生体防御医学研究所 教授 山﨑　晶

33 薬学研究院 准教授 濵瀬　健司 96 生体防御医学研究所 准教授 稲葉　謙次

34 薬学研究院 助教 安川　圭司 97 生体防御医学研究所 准教授 鈴木　淳史

35 工学研究院 主幹教授 安達　千波矢 98 生体防御医学研究所 准教授 束田　裕一

36 工学研究院 主幹教授 石原　達己 99 応用力学研究所 主幹教授 伊藤　早苗

37 工学研究院 主幹教授 今坂　藤太郎 100 応用力学研究所 教授 大屋　裕二

38 工学研究院 教授 小江　誠司 101 応用力学研究所 教授 柿本　浩一

39 工学研究院 教授 神谷　典穂 102 応用力学研究所 准教授 竹村　俊彦

40 工学研究院 主幹教授 君塚　信夫 103 応用力学研究所 准教授 広瀬　直毅

41 工学研究院 主幹教授 後藤　雅宏 104 応用力学研究所 准教授 渡辺　英雄

42 工学研究院 主幹教授 佐々木　一成 105 先導物質化学研究所 教授 菊池　裕嗣

43 工学研究院 教授 笹木　圭子 106 先導物質化学研究所 主幹教授 高原　淳

44 工学研究院 教授 島谷　幸宏 107 先導物質化学研究所 教授 玉田　薫

45 工学研究院 教授 田中　敬二 108 先導物質化学研究所 主幹教授 永島　英夫

46 工学研究院 教授 田中　悟 109 先導物質化学研究所 主幹教授 成田　吉徳

47 工学研究院 教授 中嶋　直敏 110 先導物質化学研究所 教授 林　潤一郎

48 工学研究院 教授 東田　賢二 111 先導物質化学研究所 教授 丸山　厚

49 工学研究院 教授 北條　純一 112 先導物質化学研究所 教授 横山　士吉

50 工学研究院 主幹教授 堀田　善治 113 先導物質化学研究所 教授 YOON SEONG HO

51 工学研究院 教授 松岡　三郎 114 先導物質化学研究所 准教授 吾郷　浩樹

52 工学研究院 教授 森　英夫 115 先導物質化学研究所 准教授 大塚　英幸

53 工学研究院 教授 山田　淳 116 先導物質化学研究所 准教授 岡田　重人

54 工学研究院 准教授 伊田　進太郎 117 マス・フォア・インダストリ研究所 主幹教授 若山　正人

55 工学研究院 准教授 木田　勝之 118 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授 香月　勗

56 工学研究院 准教授 藤井　光 119 病院 教授 三森　功士

57 芸術工学研究院 教授 源田　悦夫 120 病院 准教授 中島　直樹

58 芸術工学研究院 主幹教授 栃原　裕 121 産学連携センター 教授 中島　寛

59 芸術工学研究院 主幹教授 中島　祥好 122 産学連携センター 教授 古川　勝彦

60 芸術工学研究院 准教授 近藤加代子 123 産学連携センター 特任教授 土肥　俊郎

61 芸術工学研究院 准教授 谷　正和 124 稲盛フロンティア研究センター 教授 木村　崇

62 芸術工学研究院 講師 松隈　浩之 125 稲盛フロンティア研究センター 教授 山東　信介

63 システム情報科学研究院 教授 岩熊　成卓 126 稲盛フロンティア研究センター教授 松本　広重
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