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研究体制

東北大学　理事・副学長

自然科学研究機構 基礎生物学研究所　所長

神戸大学 大学院医学研究科　教授

熊本大学 発生医学研究所　教授

株式会社エクサウィザーズ　代表取締役社長

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所　教授

国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター　主任研究員

東京工業大学 地球生命研究所　教授

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

北海道大学 大学院工学研究院　教授

東京大学 大学院情報理工学系研究科　教授

地球環境産業技術研究機構 バイオ研究グループ　グループリーダー・主席研究員

大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科　教授

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科　教授

富山大学 アイドリング脳科学研究センター　センター長

東京大学 大学院工学系研究科　教授

東京大学 医科学研究所　教授

東京大学 大学院工学系研究科　教授

名古屋大学 大学院工学研究科　教授

信州大学 学術研究院（農学系）　教授

京都大学 大学院工学研究科　教授

筑波大学 生命環境系　教授

藤田医科大学 医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座　教授

九州大学 大学院薬学研究院　教授

千葉大学 大学院医学研究院　教授

北海道大学 大学院医学研究院　教授

大阪大学 蛋白質研究所　教授

北海道大学 大学院工学研究院　教授

京都大学 学術情報メディアセンター　教授

出光興産株式会社 資源部　技術担当部長

東京大学 大学院工学系研究科　准教授

東京大学 地震研究所　教授

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所　副所長

京都大学 大学院工学研究科　教授

情報通信研究機構 テラヘルツ研究センター　上席研究員

広島大学 大学院医系科学研究科　教授

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科　教授

北海道大学 大学院理学研究院　教授

慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科　教授

九州大学 大学院数理学研究院 教授

自然科学研究機構 分子科学研究所　所長

大阪大学 大学院医学系研究科　教授

大阪府立大学 大学院工学研究科　教授

北海道大学 大学院情報科学研究院　教授

九州大学 大学院工学研究院　主幹教授

京都大学 工学研究科　教授

日本大学 生物資源科学部　教授

大阪大学 医学系研究科　教授

東京工業大学 生命理工学院　教授

東北大学 大学院生命科学研究科　教授

北海道大学 大学院先端生命科学研究院　教授

山梨大学 大学院総合研究部　教授

京都大学 大学院理学研究科　教授

東京工業大学 理学院化学系　教授

東北大学 災害科学国際研究所　教授

金沢大学 がん進展制御研究所　教授

京都大学 生態学研究センター　教授

東京大学 定量生命科学研究所　教授

京都大学 iPS細胞研究所　教授

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点　拠点長・フェロー

九州大学 生体防御医学研究所　教授

東京大学 大学院理学系研究科　教授

東京大学 大学院医学系研究科　教授

東京大学 大学院工学系研究科　教授

京都大学 大学院医学研究科　教授

理化学研究所 環境資源科学研究センター　グループディレクター

群馬大学 大学院医学系研究科　教授

慶應義塾大学 医学部　教授

東京工業大学 科学技術創成研究院　教授

神戸大学 バイオシグナル総合研究センター　教授

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

東京大学 大学院新領域創成科学研究科　教授／理化学研究所 革新知能統合研究センター　センター長

東北大学 大学院農学研究科　准教授

京都工芸繊維大学 機械工学系　教授

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科　主任教授

京都大学 大学院理学研究科　教授

東京大学 未来ビジョン研究センター　教授

東京大学 大学院農学生命科学研究科　教授

神戸大学 大学院医学研究科　教授

大阪大学 大学院医学系研究科　教授

徳島大学 大学院医歯薬学研究部　教授

大阪大学 大学院理学研究科　招聘教授・名誉教授

東京農工大学 農学研究院　教授

京都大学 大学院工学研究科　教授

九州大学 大学院総合理工学研究院　教授

東京大学 大学院工学系研究科　教授

東京大学 大学院理学系研究科　教授

鳥取大学 乾燥地研究センター　教授

名古屋大学 未来社会創造機構　特任教授

京都大学 化学研究所　教授

東京農工大学 農学研究院　教授

京セラ株式会社 研究開発本部デバイス研究開発統括部　統括部長

大阪大学 大学院基礎工学研究科　教授

東京工業大学 生命理工学院　准教授

大阪大学 核物理研究センター　センター長

産業技術総合研究所 材料・化学領域　研究チーム長

東北大学 大学院医学系研究科　教授

自然科学研究機構 生理学研究所　所長

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科　教授

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科　教授

東北大学 大学院工学研究科　教授

北海道大学 大学院農学研究院　教授

早稲田大学 理工学術院　教授

順天堂大学 医学部　教授

京都大学 大学院工学研究科　教授

京都大学 大学院医学研究科　教授

大阪大学 大学院基礎工学研究科　教授

筑波大学 生存ダイナミクス研究センター　教授

東京工業大学 科学技術創成研究院　教授

九州大学　理事・副学長

広島大学 大学院先進理工系科学研究科　教授

北海道大学 大学院理学研究院　教授

金沢大学 人間社会研究域　教授

統計数理研究所 モデリング研究系　教授

北海道大学 大学院工学研究院　教授

慶應義塾大学 理工学部　教授

同志社大学 理工学部　教授

九州大学 工学研究院　教授

神戸大学 大学院農学研究科　教授

京都大学 大学院情報学研究科　教授

神戸大学 大学院医学研究科　教授

順天堂大学 大学院医学研究科　教授

横浜市立大学 大学院医学研究科　教授

金沢工業大学 環境土木工学科　教授

名古屋大学 大学院情報学研究科　教授

国立環境研究所　理事

東京大学 生産技術研究所　教授

京都大学 大学院医学研究科　教授

大阪大学 大学院工学研究科　教授

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

山梨大学 大学院総合研究部医学域　教授

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科　教授

東北大学 大学院環境科学研究科　教授

東京海洋大学 海洋生物資源学部門　教授

東北大学 大学院工学研究科　教授

東京大学 大学院新領域創成科学研究科　教授

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

横浜市立大学 大学院医学研究科　教授

京都大学 化学研究所　教授

北海道大学 大学院医学研究院　教授

東京医科歯科大学　理事・副学長

創発プログラムオフィサー (創発PO)
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