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01 10:50-10:52 有
感染症系
Infection

微研 分子ウイルス分野 教授
松浦　善治

Yoshiharu Matsuura
教授 松浦　善治 可　Yes （13：00-17：00）

募集中
Position available

医学・生命機能 国立感染症研究所、大学、海外留学
本館
7階

06-6879-8343 matsuura※biken.
http://www-yoshi.biken.osaka-

u.ac.jp

02 10:52-10:54 有
感染症系
Infection

微研 新興ウイルス感染症研究グループ 特任准教授
岩﨑　正治

Masaharu Iwasaki
特任准教授 岩﨑　正治 可　Yes （13：00-17：00）

募集中
Position available

医学
2018年2月新設のため、該当者な

し
最先端棟

6階
06-6879-8262

miwasaki※biken.osaka-
u.ac.jp

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/laboratories/detail/48

03 10:54-10:56 有
感染症系
Infection

微研
感染症国際研究センター
臨床感染症学研究グループ神谷G

特任准教授
神谷　亘

Wataru Kamitani
特任准教授 神谷　亘 可　Yes

随時
（13：00-17：00）

なし
not available

応相談 企業就職
最先端棟

6階
06-6879-8277 wakamita※biken.

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/lab/kamitanilab/

04 10:56-10:58 有
感染症系
Infection

微研 ウイルス免疫分野 准教授
小林　剛

Takeshi Kobayashi
助教 金井　祐太 可　Yes

随時
（13：00-17：00）

なし
not available

医学・生命機能 博士研究員 融合棟6F 06-6879-8335 tkobayashi※biken.osaka-
u.ac.jp

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/lab/viral-replication/

05 10:58-11:00 有
感染症系
Infection

微研 細菌感染分野 教授
飯田　哲也

Tetsuya Iida
教授 飯田　哲也 可　Yes

随時
（13：00-17：00）

募集中
Position available

医学・生命機能
海外留学、大学助教、会社、

公的研究機関など
最先端棟

4階
06-6879-4257 iida※biken.

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/act/act_iida.php

06 11:00-11:02 有
感染症系
Infection

微研 分子細菌学分野 教授
堀口　安彦

Yasuhiko Horiguchi
教授 堀口　安彦 可　Yes

随時
（13：00-17：00）

募集中
Position available

医学、（その他は応相
談）

大学教員、公立試験機関、
製剤会社

本館
5階

06-6879-8284 horiguti※biken.
http://bactox1.biken.osaka-

u.ac.jp/

07 11:02-11:04 有
感染症系
Infection

微研 感染微生物分野 准教授
三室　仁美

Hitomi Mimuro
准教授 三室　仁美 可　Yes

随時
（13：00-17：00）

未定
Not decided

医学
2017年4月新設

（大学、企業の研究員など）
本館
5階

06-6879-8287 mimuro※biken.
http://mimuro-lab.biken.osaka-

u.ac.jp/

08 11:04-11:06 有
感染症系
Infection

微研・IFReC
感染病態分野
免疫寄生虫学研究室

教授
山本　雅裕

Masahiro Yamamoto
教授 山本　雅裕

可　Yes
(時間指定)

13：00-16：00
募集中

Position available
医学・生命機能 大学助教、医員 融合棟
7階 06-6879-8333 myamamoto※biken.

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/lab/immpara/

09 11:06-11:08 有
生体応答系

Biology
微研 遺伝子機能解析分野 教授

伊川　正人
 Masato Ikawa

教授 伊川　正人 可　Yes 13：00-15：00
募集中

Position available
医学・薬学 海外留学、大手製薬会社など

最先端棟
2階

06-6879-8375 ikawasec※biken.osaka-u.ac.jp
http://www.egr.biken.osaka-

u.ac.jp/index.php

10 11:08-11:10 有
生体応答系

Biology
微研 情報伝達分野 教授

高倉　伸幸
Nobuyuki Takakura

教授 高倉　伸幸 可　Yes 13：00-17：00
なし

not available
医学・生命機能 研究員・製薬企業 本館４階 06-6879-8316 ntakaku※biken.osaka-u.ac.jp http://st.biken.osaka-u.ac.jp/

11 11:10-11:12 有
生体応答系

Biology
微研 遺伝子生物学分野 教授

原　英二
Eiji Hara

助教 河本　新平 可　Yes
随時

（13：00-17：00）
募集中

Position available
医学・生命機能

海外留学、大学、公的研究機関、企
業の研究員等

最先端棟
7階

06-6879-4261 ehara※biken.
http://www.biken.osaka-

u.ac.jp/lab/molmicro/

12 11:12-11:14 有
生体応答系

Biology
微研 細胞制御分野 教授

三木　裕明
Hiroaki Miki

教授 三木　裕明 可　Yes
随時

（13：00-17：00）
募集中

Position available
医学・理学・生命機能 企業就職、大学研究員・教員

本館
３階

06-6879-8293 hmiki※biken.
http://www.biken.osaka-

u.ac.jp/lab/cellreg/

13 11:14-11:16 有
免疫系

Immunology
IFReC 自然免疫学 特任教授

審良　静男
Shizuo Akira

准教授 佐藤　荘 可　Yes 随時（13：00-17：00）
なし

not available（JSPS特別研究員等
であれば可）

医学・生命機能
大阪大学特任研究員、海外留学、企

業就職等
融合棟
10階

06-6879-8303（Ｈ30.4.2
以降は06-6879-4955）

a-office※biken.osaka-u.ac.jp
http://hostdefense.ifrec.osaka-

u.ac.jp/ja/index.html

14 11:16-11:18 有
免疫系

Immunology
微研・IFReC 免疫化学分野 教授

荒瀬　尚
Hisashi Arase

教授 荒瀬　尚 可　Yes 13:00-17:00
なし

not available
医学 製薬会社就職、海外留学など

融合棟
5階

06-6879-8291 arase※biken.osaka-u.ac.jp
http://immchem.biken.osaka-

u.ac.jp/

15 11:18-11:20 有
免疫系

Immunology
IFReC 免疫細胞生物学 教授

石井　優
Masaru Ishii

教授 石井　優 可　Yes 13：00-15：00
なし

not available
医学・生命機能 大阪大学助教 医学部ﾊﾞｲｵ棟 8階 06-6879-3880 mishii※icb.med.

http://www.icb.med.osaka-
u.ac.jp/index.html

16 11:20-11:22 無
免疫系

Immunology
IFReC 免疫機能統御学 教授

岸本　忠三
Tadamitsu Kishimoto

特任准教授 橋本　茂 可　Yes 未定
募集中

Position available
医学・生命機能 企業、大学

iFReC棟
8階

06-6879-4959 kishimoto※ifrec.
http://www.ifrec.osaka-

u.ac.jp/jpn/laboratory/immunere
gulation/index.htm

17 11:22-11:24 有
免疫系

Immunology
IFReC 実験免疫学 特任教授

坂口　志文
Shimon Sakaguchi

特任助教 市山　健司 可　Yes
随時

（13：00-17：00）
募集中

Position available
医学・生命機能

大阪大学特任研究員、
海外留学

融合棟 9階 06-6879-4463 ichiken※ifrec.osaka-u.ac.jp
http://www.ifrec.osaka-

u.ac.jp/jpn/laboratory/immunere
gulation/index.htm

18 11:24-11:26 有
免疫系

Immunology
IFReC 免疫応答ダイナミクス 教授

鈴木　一博
Kazuhiro Suzuki

教授 鈴木　一博 可　Yes 13：00-15：00
なし

not available
医学 IFReC特任研究員, 大阪大学助教

IFReC棟
5階

06-6879-4939 ksuzuki※ifrec. http://ird.ifrec.osaka-u.ac.jp/

19 11:26-11:28 有
免疫系

Immunology
生命・IFReC 幹細胞・免疫発生 教授

長澤　丘司
Takashi Nagasawa

教授 長澤　丘司 可　Yes
説明開始 13:30-, 15:00-
core time 13:30-, 15:00-

なし
not available

医学・生命機能
　生命機能　・

ナノバイオロジー棟3階
06-6879-4606 tnagasa※fbs.osaka-u.ac.jp

http://www.fbs.osaka-
u.ac.jp/jpn/general/lab/132/

20 11:28-11:30 有
免疫系

Immunology
微研・IFReC 分子免疫制御分野 教授

山﨑　晶
Sho Yamasaki

教授 山﨑　晶 可　Yes 随時
（13：00-17：00）
募集中

Position available
医学・生命機能 留学、国内ポスドク、製薬企業研究者 融合棟
5階 06-6879-8306 yamasaki※biken.

http://molimm.biken.osaka-
u.ac.jp/

21 11:30-11:32 有
免疫系

Immunology
IFReC 分子神経科学分野 教授

山下　俊英
Toshihide Yamashita

教授 山下　俊英 可　Yes （13：00-17：00）
なし

not available
医学・生命機能

大学教員、海外留学、企業(ホーム
ページ参照）

医学部ﾊﾞｲｵ棟 6階 06-6879-3661
yamashita※

molneu.med.osaka-u.ac.jp
http://www.med.osaka-

u.ac.jp/pub/molneu/index.html

22 11:32-11:34 有 複合領域 微研
BIKEN次世代ワクチン協働研究所
ワクチン創成プロジェクト

特任准教授
吉岡　靖雄

Yasuo Yoshioka
特任准教授 吉岡　靖雄 可　Yes 随時
（13：00-17：00）

なし
not available

医学・薬学 海外留学、企業就職等 最先端棟
8階 06-6877-4919 y-yoshioka※biken.
http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/lab/vaccine-cre/

23 11:34-11:36 無 Bioinformatics 微研・IFReC Laboratory of genome informatics 教授 Daron Standley 教授 Daron Standley 可　Yes
随時

（13：00-17：00）
なし

not available
医学・生命機能 Postdoc at U. Texas San Antonio

融合棟
７階

06-6879-8368 standley※biken.
http://www.biken.osaka-

u.ac.jp/laboratories/detail/18

有
免疫系

Immunology
微研

BIKEN次世代ワクチン協働研究所
ワクチン動態プロジェクト

特任准教授
青枝　大貴
Taiki Aoshi

可　Yes
（前日までに
事前予約）

応相談
なし

not available
医学

2015年1月新設のため、
まだ未定

最先端棟
8階

06-6877-4789 aoshi※biken.
http://www.biken.osaka-

u.ac.jp/lab/vdynamics/index.htm
l

有
免疫系

Immunology
微研

BIKEN次世代ワクチン協働研究所
粘膜ワクチンプロジェクト

特任准教授
佐藤　慎太郎
Shintaro Sato

可　Yes
(時間指定)

13：00-15：00
募集中

Position available
医学

2015年4月新設のため、
まだ未定

最先端棟
8階

06-6877-4781 shinta※biken.
http://www.biken.osaka-

u.ac.jp/lab/mucosal/

有
複合領域

interdisciplinary
IFReC ワクチン学 特任教授

石井　健
Ken Ishii

可　Yes
随時

（13：00-17：00）
なし

not available
医学・薬学・生命機能

IFReC棟
6階

06-6879-4948
06-6879-4806

kenishii※biken.
http://www.nibiohn.go.jp/adjuva

nt/index.html

無
生体応答系

Biology
微研 発癌制御研究分野 教授

岡田　雅人
Masato　Okada

可　Yes
(時間指定)

13：00-16：00
なし

not available
医学・理学・生命機能 企業、大学など 本館2階 06-6879-8297 okadam@biken.osaka-u.ac.jp

http://www.biken.osaka-
u.ac.jp/biken/oncogene/index.ht

m

有
複合領域

interdisciplinary
IFReC 免疫統計学 教授

岡田　随象
Yukinori Okada

可　Yes
随時

（13：00-17：00）
但し5/11は不在

募集中
Position available

医学
2017年4月新設のため、

まだ未定
医学部ﾊﾞｲｵ棟 9 階 06-6879-3971 office※sg.med.

http://www.sg.med.osaka-
u.ac.jp/index.html

無
免疫系

Immunology
IFReC

寄附研究部門　免疫機能統御学 菊谷
G

寄附研究部門
教授
菊谷　仁

Hitoshi Kikutani
可　Yes

(時間指定)
13：00-15：00

原則なし（お問い合わせください）
not available(ask the Lab)

なし 一般企業や大学などの研究職・医師
IFReC棟
8階 806

06-6105-5991 sakakibara※ifrec.
http://www.ifrec.osaka-

u.ac.jp/jpn/laboratory/hitoshi_ki
kutani/

無
免疫系

Immunology
IFReC 分化制御研究室 特任教授

黒崎　知博
Tomohiro Kurosaki

可　Yes 13：00-15：00
なし

not available
なし

融合棟
9階

06-6879-4457 kurosaki※ifrec.osaka-u.ac.jp
http://lymph.ifrec.osaka-

u.ac.jp/index_e.html

無
免疫系

immunology
IFReC 免疫・生化学 特任教授

長田　重一
Shigekazu Nagata

可　Yes
(事前予約)

13：00-17：00
（訪問の場合はメールで

事前連絡希望）

募集中
Position available

医学・生命機能
海外留学、大手製薬会社、大学助教

など
IFReC棟

7階
06-6879-4953 snagata※ifrec.

http://biochemi.ifrec.osaka-
u.ac.jp/

無
免疫系

Immunology
IFReC マラリア免疫学 教授

ジェヴァイア チョバン
Cevayir COBAN

否　No
なし

not available
募集中

Position available
医学・生命機能

ポスドク・助教・企業就職等
PostDoc, Assistant Professor、

Company

IFReC棟
6階

06-6879-4805 ccoban※biken.
http://malimm.ifrec.osaka-

u.ac.jp/

※を@に変更して、
末尾にosaka-u.ac.jp

分野長等
Name of lab head

説明会参加者（役職／氏名）
Position/Name of participant

at orientation

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問のみ

研究室訪問不可

説明会
Presentation

2018年5月19日（土） 微研/IFReC　合同説明会・見学会　参加研究室一覧リスト（発表順）

RIMD/IFReC Joint Orientation & Lab tour : Sat, May 19th, 2018
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