
次世代エレクトロニクス プロジェクト
G1グループ長：彌田　智一　教授

新エネルギー材料・デバイス プロジェクト
G2グループ長：岡田　重人　教授

医療材料・デバイス・システム プロジェクト
G３グループ長：永井　健治　教授

環境調和材料・デバイス プロジェクト
G４グループ長：居城　邦治　教授

石橋　 晃　教授      海住 英生　准教授
熊野 英和　准教授      近藤 憲治　准教授
中村 貴義　教授

上野 貢生　准教授      太田 裕道　教授   
笹木 敬司　教授      西井 準治　教授
藤原 英樹　准教授      三澤 弘明　教授
山ノ内路彦 准教授

雲林院 宏　教授      小松崎民樹 教授
　
玉置 信之　教授      新倉 謙一　准教授
西野 吉則　教授      根本 知己　教授

居城 邦治　教授      佐藤 勝彦　准教授
津田 一郎　教授      中垣 俊之　教授 
長山 雅晴　教授      野呂真一郎 准教授

阿尻 雅文　教授　　　雨澤 浩史　教授
大庭 裕範　准教授      垣花 眞人　教授　
加納 純也　教授      河村 純一　教授　
京谷 　隆　教授      栗原 和枝　教授　
蔡 　安邦　教授      高橋 正彦　教授　
秩父 重英　教授      寺内 正己　教授　
本間 　格　教授      村松 淳司　教授
渡辺 　明　准教授

稲葉 謙次　教授      陣内 浩司　教授
高橋　 聡　教授      永次　 史　教授　
松井 敏高　准教授      百生　 敦　教授
和田 健彦　教授

大谷 博司　教授      北村 信也　教授
佐藤 俊一　教授      佐藤 次雄　教授
佐藤 修彰　教授      柴田 悦郎　教授
柴田 浩幸　教授      鈴木　 茂　教授
埜上　 洋　教授      福山 博之　教授
藪　　 浩　准教授      山根 久典　教授
横山 千昭　教授

秋山 公男　准教授      芥川 智行　教授
上田　 潔　教授      及川 英俊　教授
北上　 修　教授      木村 宏之　教授
米田 忠弘　教授      佐藤 　卓　教授
進藤 大輔　教授      高桑 雄二　教授
高田 昌樹　教授      中川　 勝　教授
三ツ石方也 教授

小坂田耕太郎 教授　　田巻 孝敬　講師　
長井 圭治　准教授　　西山 伸宏　教授　
山口 猛央　教授　

今村 壮輔　准教授      上田 　宏　教授　
酒井 　誠　准教授      田中 　寛　教授
久堀　 徹　教授      藤井 正明　教授
若林 憲一　准教授

穐田 宗隆　教授      小泉 武昭　准教授
竹内 大介　准教授      中村 浩之　教授　
野村 淳子　准教授      布施新一郎 准教授  
吉沢 道人　准教授

今岡 享稔　准教授　　彌田 智一　教授
宍戸 　厚　准教授　　福島 孝典　教授
山元 公寿　教授

小林 　光　教授      菅沼 克昭　教授
鈴木 健之　准教授      竹田 精治　教授
田中慎一郎 准教授      誉田 義英　准教授
沼尾 正行　教授

加藤 修雄　教授      黒田 俊一　教授
駒谷 和範　教授      谷口 正輝　教授　
中谷 和彦　教授      永井 健治　教授
西野 邦彦　教授      槇原 　靖　准教授
山口 明人　特任教授

磯山 悟朗　教授　　　古澤  孝弘　教授
笹井 宏明　教授　　　関野　 徹　教授
真嶋 哲朗　教授　　　吉田 陽一　教授

安蘇 芳雄　教授　　　安藤 陽一　教授
大岩　 顕　教授　　　小口多美夫 教授
関谷　 毅　教授　　　田中 秀和　教授
能木 雅也　准教授      松本 和彦　教授　
鷲尾 　隆　教授

岡田 重人　教授      岡本 晃一　准教授
小椎尾 謙　准教授      宮脇　 仁　准教授　
尹　 聖昊　教授

伊勢 裕彦　准教授      狩野 有宏　准教授
木戸秋 悟　教授      新藤　 充　教授
高原 　淳　教授      田中　 賢　教授
玉田　 薫　教授

伊藤 正人　准教授      高橋 良彰　准教授
永島 英夫　教授      則永 行庸　准教授
林 潤一郎　教授　

吾郷 浩樹　准教授　　奥村 泰志　准教授
菊池 裕嗣　教授　　　谷　 文都　准教授
藤田 克彦　准教授　　柳田　 剛　教授
横山 士吉　教授

委員長　：垣花　眞人
副委員長：田中　秀和
委　　員：西井　準治、居城　邦治
　　　　　村松　淳司、和田　健彦
　　　　　穐田　宗隆、彌田　智一
　　　　　中谷　和彦、永井　健治、小口多美夫
　　　　　高原　　淳、岡田　重人
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ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス

運営委員会


