
別紙

No. 氏名（出身国） 所属機関及び職名 専攻分野 研究主題 略歴（大学以降）

1

コビル　アリフ
ムハンマド
ラセドゥル
（バングラデ
シュ）

北海道大学
理学部
特任助教

生物物理
微小管関連タンパク質による微小管の機
械的性質の調節に関する研究

来日　09.10
99.7～03.6   ダッカ大学
03.7～04.6   ダッカ大学大学院（修士課程）
08.9～09.1　 BASF　課長補佐
09.10～12.9　北海道大学(博士課程）
（09.10～12.9　MEXT国費外国人留学生奨学金）
13.1～16.9　 北海道大学　博士研究員
16.10～　　  北海道大学　理学部　特任助教

2
宋　美蘭
（韓国）

北海道大学大学院
教育学研究員附属子ども
発達臨床研究センター
非常勤研究員

教育学

多様な学びを保障する「もうひとつの学
校」に関する国際比較研究－日・韓・米
フィリピン4ヵ国におけるオルタナティブ
教育実践に着目して－

来日　94.3
90.3～94.2　釜山国立大学（韓国）
94.4～98.3　㈱統一日報社
99.4～08.3  北海道教育大学（札幌校編入・修士課程・博士課程）
06.4～09.9　韓国教育開発院（KEDI）　海外通信員
06.4～09.9　札幌学院大学　非常勤講師
08.4～09.9　北海道大学　非常勤講師
09.11～16.3　北海道大学　博士研究員、学術研究員、専門研究員
17.3～　　　北海道大学　非常勤研究員

3

ルッキー ロナル
ド ルントウウエ
ネ
（インドネシア）

東京大学大学院
新領域創成科学研究科
メディカル情報生命専攻
特任助教

医学

東インドネシアにおけるMinIONを用いて
マラリア原虫の遺伝子変異の解析：マラ
リア原虫は現在の薬のレパートリーに耐
性を受けているか？

来日　10.4
99.8～06.4　ｻﾑﾗﾄｩﾗﾝｷﾞ大学（インドネシア）
06.8～06.12 Casa Medical Center病院　医員
07.1～07.5　Berkat Ibu病院　医員
07.6～09.5  Ondong保健所　医員
10.4～15.3  大分大学大学院（研修生・博士課程）
（14.4～15.3　JSPS特別研究員）
15.4～　　　東京大学大学院　新領域創成科学研究科
            特任助教

4
ゴイト　ジェイ
プラカス
（ネパール）

東京大学大学院
工学系研究科
助教

流体、風力
数値流体シミュレーションツールと実験
によるアップウィンドとダウンウィンド
型風車の性能比較に関する研究

来日　04.4
03.7～04.2　 Maulana Azad National Institute of Technology
（インド）
04.4～05.3   大阪外国語大学日本語教育センター
05.4～09.3　 東北大学（学部・修士課程）
10.10～15.3　KU Leuven 大学（博士課程）（ベルギー）
15.4～16.3　 ㈱日立製作所　研究員
16.5～17.3　 東京大学　特任研究員
17.4～18.10  東京大学大学院　工学系研究科　特任助教
18.11～19.3  産業技術総合研究所
19.4～　　　 近畿大学 助教

5
丁 青
（中国）

中央大学
研究開発機構
客員研究員

土木環境システム
メソ粒子のゼータ電位に着目した凝集－
膜ろ過制御理論の構築

来日　12.2
06.9～10.6　 上海交通大学（中国）
10.7～12.2　 中海工業（江蘇）有限公司　船舶ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ（中国）
12.2～12.3　 ABK日本語学校
12.4～18.3 　中央大学（修士課程）（博士課程）
18.5～19.3　 中央大学　研究開発機構　客員研究員
19.4～　　　 中央大学　理学部 助教

6
宋 財泫
（韓国）

早稲田大学
高等研究所
講師

政治学
有権者の認知レベルにおける争点空間の
歪みがもたらす政治的帰結に関する研究

来日　05.4
06.4～12.3　 慶應義塾大学（学部）
（09.4～11.2　第56歩兵師団　兵長）
12.4～18.3　 神戸大学（修士課程・博士課程）
（17.4～18.3　 JSPS特別研究員）
16.10～　　　京都女子大学、大阪市立大学、関西大学、神戸大学
非常勤講師
18.4～　　　 早稲田大学　高等研究所　講師

7
蔡　芸琦
（台湾）

信州大学
経法学部
助教

刑事法学 詐欺罪における告知義務の判断構造

来日　09.3
03.9～08.6　 東呉大学（台湾）
09.4～17.3　 早稲田大学（修士課程・博士課程）
16.10～　　　信州大学　助教

8
鄒　鶤
（中国）

名古屋市立大学
医学研究科
講師

病態生化学
アルツハイマー病発症における血圧調整
機構が関与する分子メカニズムの解明

来日　96.2
90.9～95.8   大連医科大学医学部（中国）
97.4～01.3   名古屋大学（博士課程）
01.4～03.3   国立療養所中部病院長寿医療研究センター
　　　　　　　　　(ﾘｻｰﾁﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ）
03.4～04.2   スタンフォード大学 博士研究員
04.3～07.3   国立長寿医療研究センター　JSPS特別研究員
07.4～17.12　岩手医科大学　助教、講師
18.1～　　　 名古屋市立大学　医学研究科　講師

9
王 丹
（中国）

京都大学
物質-細胞統合システム
拠点
特定准教授

神経科学
RNA化学修飾の機能解析および精神医学へ
の応用を目指す研究開発

来日　93.12
91.8～93.7   東北育才学校高校部
94.4～98.3　 東京工業大学
98.4～00.03　東京工業大学（修士課程）
00.9～02.8 　アラバマ大学バーミンガム校（博士課程）
02.9～04.12　南カリフォルニア大学（博士課程）
11.5～12.9　 京都大学WPI-iCeMS　特定拠点助教
12.10～15.9　京都大学WPI-iCeMS　研究室主宰者 京都ﾌｪﾛｰ主任研
究者
15.10～　    K-CONNEX研究者　研究室主宰者　特定助教
16.7～ 　　　京都大学WPI-iCeMS　研究室主宰者　特定准教授

10
田　雨時
（中国）

大阪大学大学院
薬学研究科
助教

計算化学、
計量薬学

末期がん治療薬の開発を目指すc-MET阻害
剤の計算化学的な探索研究

来日02.10
03.4～12.3 　大阪大学（学部・修士課程・博士課程）
12.4～14.11　シミック株式会社　データマネージャー
14.11～18.2　大阪大学　特任助教
18.2～　　　 大阪大学大学院　薬学研究科　助教

11
商　敬偉
（中国）

岡山大学
脳神経内科
助教

脳神経内科
アルツハイマー病（AD)マウス慢性脳低灌
流モデルでのミトコンドリア移植治療効
果の評価

来日　06.6
98.9～03.7   チチハル医学院（中国）
03.12～06.6  唐山市第二医院（中国）
06.7～11.3   岡山大学医学部（研修生）（博士課程）
11.5～13.12  大連大学付属中山医院
14.1～14.12　浙江大学付属紹興人民病院
15.4～16.10  岡山大学脳神経内科　非常勤研究員
16.11～　　  岡山大学脳神経内科　助教

12
朴　仁燮
（韓国）

九州大学
稲盛フロンティア研究セ
ンター
特任助教

有機光エレクトロ
ニクス

スピン軌道相互作用を制御した高性能遅
延蛍光材料の設計と有機EL素子への応用

来日　14.3
06.3～10.2　 国立釜慶大学校
10.3～12.8　 国立釜慶大学校（修士課程）
（10.3～13.4　ICB Co.,Ltd 主任研究員）
14.4～17.3　 九州大学（博士課程）
17.4～17.6　  ICB Co.,Ltd 責任研究員（韓国）
17.7～18.4　 MS UNICHEM  Co.,Ltd 責任研究員（韓国）
18.5～18.8   九州大学　学術研究員
18.9～ 　　  九州大学　稲盛ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰ　特任助教
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