
中野 裕美 豊橋技術科学大学 研究基盤センター

永山 國昭 自然科学研究機構 統合バイオサイエンスセンター

浜 清 畑 浩一 三重大学 工学部 秋田 知樹 産業総合技術研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 井上 貴央 鳥取大学 医学部

丸勢 進 花市 敬正 荒河 一渡 内田 隆 広島大学 歯学部

榊 米一郎 平山 司 生田 孝 大阪電気通信大学 工学部 宇野 文夫 新見公立短大 看護学科

日比野 倫夫 藤本 豊士 名古屋大学 医学系研究科 伊藤 裕子 大阪医科大学 大塚 愛二 岡山大学 医歯学総合研究科

橋本 初次郎 溝口 明 三重大学 医学部 岩崎 憲治 大阪大学 蛋白質研究所 小野　興太郎 島根大学 総合理工学部

裏 克己 武藤 俊介 名古屋大学 工学研究科 大島 義文 海藤 俊行 鳥取大学 医学部

藤田 尚男 大槻 勝紀 大阪医科大学 小松 正雄 広島工業大学 工学部

志水 隆一 木舩 弘一 大阪府立大学 理学部 佐々木 元 広島大学 工学研究科

井端 泰彦 磯田 正二 京都大学 化学研究所 木村 吉秀 大阪大学 工学研究科 助台 栄一 岡山理科大学 工学部

瀬口 春道 一色 俊之 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 神前 隆 田辺 栄司 広島西部工業C

塩尻 詢 乾 晴行 京都大学 工学研究科 柴野　三智子 近畿大 樋田 一徳 川崎医科大学

今井 友也 京都大学 生存圏研究所 高井 義造 大阪大学 工学研究科 山田 作夫 川崎医科大学

遠藤 久満 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 鷹岡 昭夫

大塚 祐二 東レリサーチ 高須 伸夫 塩野義製薬（株） 新薬研究所

大谷 修 富山大学 医学部 奥 健夫 滋賀県立大 工学部 竹田 精治 大阪大学 産業科学研究所

富取 正彦 楠見 明弘 京都大学 再生医科学研究所 田中 孝治 産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 荒木 伸一 香川大 医学部

八田 稔久 倉田 博基 京都大学 化学研究所 西 竜治 石村 和敬 徳島大学 医学部

松田 健二 富山大学 理工学研究部 芝原 寛泰 京都教育大学 教育学部 林 哲也 大阪医科大学 第三内科 小林 俊博 高知大学 医学部

門前 亮一 金沢大学 大学院自然科学研究科 杉山 淳司 京都大学 生存圏研究所 弘津 禎彦 大阪大学　 田中 康弘 香川大 工学部

山口 秀尚 高部 圭司 京都大学 農学研究科 藤岡 厚子 近畿大学 医学部 仲井 清眞 愛媛大学 工学部

吉田 淑子 富山大学 医学部 辻 正樹 京都大学 化学研究所 森　　博太郎 林 芳弘 高知大学 医学部

西野 武志 京都薬科大学 森　　茂生 大阪府立大学 総合科学部 藤原 隆

長谷川博一 京都大学 工学研究科 保田 英洋 槙田 洋二

厚沢　季美江 藤田保健衛生大学 医学部 藤田 真 ㈱島津製作所 分析計測事業部 和田　多佳志 大阪大学 微生物病研究所 松田 正司 愛媛大学 医学部

有井 達夫 藤吉 好則 京都大学 理学研究科 渡辺 淳 関西医科大学 山本 硬治 大塚製薬（株） 徳島研究所

臼倉 治郎 名古屋大学 エコトピア科学研究所 松浦 忠夫 明治鍼灸大学

臼田 信光 藤田保健衛生大学 医学部 丸井 隆雄 ㈱島津製作所 分析計測事業部

加藤 丈晴 山本 章嗣 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 石井 裕子 武庫川女子大 生活環境学部

楠　　美智子 名古屋大学 エコトピア科学研究所 井村 俊郎 神戸検疫所

黒田　光太郎 名城大学 上田 裕清 神戸大学 工学研究科

児玉 哲司 名城大学 理工学部 西城 浩志 近畿大学 生物理工学部 亀井 一人 住友金属工業㈱ 総合技術研究所

齋藤 晃 名古屋大学 エコトピア科学研究所 鶴尾 吉宏 和歌山県立医大 医学部 後藤 隆洋 甲子園大学 栄養学部

佐々木 勝寛 名古屋大学 工学研究科 野口 哲子 奈良女子大学 理学部 佐々木 貞雄 兵庫医科大学

下山 宏 名城大学 吉川 尚男 奈良女子大学 理学部 谷山 明 住友金属工業㈱ 総合技術研究所

正村 静子 中部学院大 リハビリテーション学部 中垣 育子 兵庫医科大学 第一生理

妹尾　与志木 三木 明徳 神戸大学 保険学研究科

田中 信夫 名古屋大学 エコトピア科学研究所 峰雪 芳宣 兵庫県立大学 生命理学研究科

丹司 敬義 名古屋大学 エコトピア科学研究所 宮澤 淳夫 兵庫県立大学 生命理学研究科

陳 華岳 岐阜大学 医学部 山本 厚之 兵庫県立大学 工学研究科

自然科学研究機構　生理学研究所

㈶ファインセラミックスセンター　

㈱豊田中央研究所　分析・計測部

㈶ファインセラミックスセンター　

㈱花市電子顕微鏡技術研究所

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

顧　問 大　阪

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

北陸先端科学技術大学院大学　材料科学研究科

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

兵　庫

紀　奈

金沢医科大　分子細胞形態科学講座

信越化学工業（株）　磁性材料研究所

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

中　部

四　国

愛媛大学　総合科学研究支援ｾﾝﾀｰ

産業技術総合研究所

㈱松下テクノリサーチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ２３,２４年度関西支部評議員名簿　　　　　　　　　　　　　　（地区別五十音順）

北　陸

京　滋

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センタ―

中　国


