平成25年度研究者招聘助成一覧
申請者・学会名・開催地

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

申請者

石井

則久(国立感染症研究所)

学会名

第35回ハンセン病医学夏期大学講座

開催地

東京都東村山市

申請者

上野

学会名

第40回日本毒性学会学術年会

開催地

千葉市（幕張メッセ）

申請者

水島

学会名

第86回日本生化学会大会

開催地

横浜市(パシフィコ横浜）

申請者

村田

学会名

東京都医学研国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

光一 (千葉大学大学院薬学研究院)

昇（東京大学大学院医学系研究科）

茂穂（東京大学大学院薬学系研究科）

開催地

東京都医学総合研究所

申請者

高浜

学会名

The 6th International Workshop of Kyoto T
Cell Conference(KTCC2013)

開催地

京都市

申請者

小川

学会名

第25回医学教育指導者ﾌｫｰﾗﾑ

開催地

東京

申請者

清野

学会名

第42回日本免疫学会学術集会

開催地

千葉市（幕張メッセ）

申請者

岩本

学会名

第12回あわじしま感染症・免疫ﾌｫｰﾗﾑ

開催地

淡路島

申請者

鈴木

学会名

日本薬物動態学会

開催地

東京

申請者

大塚

学会名

日本薬学会第134回年会

開催地

熊本

洋介（徳島大学疾患ﾌﾟﾛﾃｵｹﾞﾉﾑ研究ｾﾝﾀｰ）

秀興（公益財団法人医学教育振興財団）

宏（東京大学医科学研究所）

愛吉（東京大学医科学研究所）

洋史（東京大学医学部付属病院）
第28回年会

雅巳（熊本大学薬学部）

招聘期間・招聘者
招聘期間

平成25年8月2日～8月14日

招聘者

Sumana Barua
WHO南東アジア地域事務局
（India）

招聘期間

平成25年6月15日～6月20日

招聘者

William Slikker Jr.
米国FDA
国立毒性学研究ｾﾝﾀｰ （USA)

招聘期間

平成25年9月10日～9月14日

招聘者

Li Yu
Tsinghua university(中国）

招聘期間

平成25年9月10日

招聘者

Anne Bertolotti
Medical Research Council
Laboratory of Molecular
Biology(U.K.)

招聘期間

平成25年6月2日～6月9日

招聘者

Alfred Singer
National Cancer Institute
（USA)

招聘期間

平成25年7月21日～7月24日

招聘者

John J.Norcini
FAIMERⓇ(USA)

招聘期間

平成25年12月10日～12月13日

招聘者

Brigitta Stockinger
M.R.C.National Institute
Medical Research(UK)

for

招聘期間

平成25年9月10日～9月13日

招聘者

David M. Knipe
Harvard Medical School(USA)

招聘期間

平成25年10月9日～10月11日

招聘者

Leslie Z.Benet
Univ.California San Francisco
（USA)

招聘期間

平成26年3月27日～3月30日

招聘者

Don Downing
University of Washington
(USA)

平成24年度研究者招聘助成申請者一覧
№

申請者・学会名・開催地
《申請者》 三宅

健介

1 《学会名》 IEIIS2012

国際エンドトキシン自然免疫学会2012

《開催地》 東京（学術総合センター）
《申請者》 加藤 総夫

2 《学会名》 プリン2012福岡
《開催地》 福岡（九州大学）
《申請者》 竹内

《開催地》 神戸
《申請者》 山本

友子

4 《学会名》 第86回日本細菌学会総会
《開催地》 千葉（幕張メッセ）
《申請者》 小澤

敬也

5 《学会名》 第74回日本血液学会学術集会
《開催地》 京都
《申請者》 紀伊國

献三

6 《学会名》 第24回医学教育指導者ﾌｫｰﾗﾑ
《開催地》 東京

伸昭

7 《学会名》「薬学の基礎としての糖鎖疾患
生物学」国際シンポジウム
《開催地》 東京
《申請者》 岡崎

康司

8 《学会名》 第10回RCGMﾌﾛﾝﾃｨｱ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
《開催地》

《招聘期間》平成24年10月23日～10月26日
《招聘者》M.Gilliet

University Hospital Lausanne
(スイス）

《招聘期間》平成24年5月29日～6月4日
《招聘者》 Geoffrey Burnstock

英国ユニバーシティ・
カレッジ
（英国）

理

3 《学会名》 第41回日本免疫学会学術集会

《申請者》 東

招聘期間・招聘者

埼玉県日高市

《招聘期間》平成24年12月5日～12月7日
《招聘者》Michel C.Nussenzweig

The Rockfeller University
(USA)

《招聘期間》平成25年3月17日～3月24日
《招聘者》 David Holden

Imperial College London
（UK)
《招聘期間》平成24年10月18日～10月22日
《招聘者》Neal Stuart Young

National Institutes of
Health
（USA)
《招聘期間》平成24年7月21日～7月27日
《招聘者》Timothy J David

Royal Manchester Chidren's
Hospital
(UK)
《招聘期間》 平成24年11月29日～12月2日
《招聘者》 Minoru Fukuda (福田 穰)

Sanford‐Burnham Medical
Research Institute (USA)
《招聘期間》 平成24年11月1日～11月4日
《招聘者》 Fowzan Sami Alkuraya
King Faisai Specialist Hospital and
Research Center, Alfaisai University
(Saudi Arabia)

平成23年度研究者招聘助成申請者一覧
№

申請者・学会名

《申請者》宮澤 恵二
《学会名》
1 平成23年度日蘭二国間交流事業ｾﾐﾅｰ

招聘期間・招聘者
《招聘期間》

平成23年11月3日～11月7日
《招聘者》Kristian Pietras

《開催地》町田市
《申請者》槇島 誠
《学会名》
2 日本レチノイド研究会 第22回学術集会

スウェーデン王国カロリンスカ研究所
《招聘期間》

平成23年11月11日～11月12日
《招聘者》Blaner,William S

《開催地》 東京
《申請者》徳久 剛史
《学会名》
3 第40回日本免疫学会学術集会
《開催地》千葉市
《申請者》菅野 純夫
《学会名》
4
第9回国際ゲノム会議
《開催地》東京
《申請者》太田 茂
《学会名》
5 第26回日本薬物動態学会年会

Columbia University(USA)
《招聘期間》

平成23年11月27日～11月29日
《招聘者》Hilde Cheroutre

La Jolla Institute for Allergy and
Immunology(USA)
《招聘期間》

平成23年7月12日～7月14日
《招聘者》John D.Mcpherson

Ontario Institute for Cancer
Research (CANADA)
《招聘期間》

平成23年11月16日～11月18日
《招聘者》Amin Rostami

《開催地》広島
《申請者》冨田 房男
《学会名》
6
国際微生物学連合2011会議

University of Manchester(UK)
《招聘期間》

平成23年9月6日～9月16日
《招聘者》竹田

《開催地》札幌
《申請者》紀伊國 献三
《学会名》
7
医学教育指導者ﾌｫｰﾗﾑ

美文
インド岡山大学拠点（インド）
《招聘期間》

平成23年7月23日～7月29日
《招聘者》Darrell G.Kirch,M.D.

《開催地》東京

アメリカ医科大学協会（U.S.A.)

平成２２年度
№

研究者招聘助成申請者一覧
申請者・学会名

《申請者》 辻

省次

1 《学会名》 第51回日本神経学会総会
《開催地》 東京
《申請者》 宮坂

昌之

2 《学会名》 第14回国際免疫学会
《開催地》 神戸

《申請者》 岡部

勝

3 《学会名》 国際生殖免疫学シンポジウム
《開催地》 神戸
《申請者》 木曽 良明
《学会名》 第5回国際ペプチドシンポジウ
4ム
《開催地》 京都
《申請者》 林

正弘

招聘期間・招聘者
≪招聘期間≫平成22年5月19日～5月22日
≪招聘者≫Jeffery M. Vance
Dr.John T.Macdonald Foundation（U.S.A)
≪招聘期間≫平成22年8月22日～8月27日
≪招聘者≫Ivan Lefkovits
バーゼル大学付属病院（スイス）

≪招聘期間≫平成22年8月27日～8月30日
≪招聘者≫Daniel Rukavin
Rijeka大学（クロアチア）

≪招聘期間≫平成22年12月3日～12月10日
≪招聘者≫Martinez, Jean
モンペリエ大学（フランス）

≪招聘期間≫平成22年10月7日～10月9日

5 《学会名》 日本薬物動態学会 第25回年会 ≪招聘者≫ Thomas A.Baillie
《開催地》 大宮

ワシントン大学（米国）

《申請者》 紀平 哲也
≪招聘期間≫平成22年10月10日～10月15日
《学会名》 富山・バーゼル医薬品研究開発 ≪招聘者≫Melchers,Georg Fritz)
6 シンポジウム
マックス・プランク感染症・生物学研究所
《開催地》 富山
（ドイツ）
《申請者》 谷内 一郎
7 《学会名》 第17回国際RUNXﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2010
《開催地》 神奈川

≪招聘期間≫平成22年7月10日～7月14日
≪招聘者≫伊藤 嘉明
National University of Singaporu
（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

《申請者》 奥 直人
8 《学会名》 日本薬学会第131年会
《開催地》 静岡

≪招聘期間≫平成23年3月29日～3月31日
≪招聘者≫ Marcel HIBERT
Universite de STRASBOURG
(フランス）

《申請者》 町澤 まろ
《学会名》 Neuro2010 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ『個人差
9
の認知神経科学』
《開催地》 神戸

≪招聘期間≫平成22年8月31日～9月5日
≪招聘者≫ Fiona McNab
スウェーデン王国カロリンスカ研究所
（スウェーデン）

《申請者》 紀伊國 献三
10 《学会名》 医学教育指導者フォーラム
《開催地》

≪招聘期間≫平成22年7月25日～7月28日
≪招聘者≫Jason Russell Frank
Royal College of Physicians and Surgeons
of Canada
(カナダ）

《申請者》片桐 岳信
11 《学会名》第8回RCGMﾌﾛﾝﾃｨｱ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
《開催地》埼玉県日高市

≪招聘期間≫平成22年11月2日～11月4日
≪招聘者≫Maria Annna Kowalska
The Children's Hospital of Philadelphia
（米国）

《申請者》 木苗 直秀
12 《学会名》 第４回国際O-CHA学術会議
《開催地》 静岡

≪招聘期間≫平成22年10月25日
～10月29日
≪招聘者≫Zeno Apostolides
プレトリア大学（南アフリカ）

平成21年度

研究者招聘助成申請者一覧

№

申請者・学会等
《申請者》 新井 洋由
第4回ホスホリパーゼA₂と脂質メディ
1
エーターに関する国際会議
《開催地》 東京

2

《申請者》 菅野 純夫
第８回国際ゲノム会議
《開催地》

東京

《申請者》 浦野 泰照
第4回日本分子イメージング学会
3
学術集会
《開催地》 東京

4

《申請者》 榎本 和生
第32回日本神経科学会年会
《開催地》

5

《申請者》 乾 賢一
日本薬物動態学会第24回年会
《開催地》

6

京都

《申請者》 細谷 龍男
第39回日本腎臓学会東部学術大会
《開催地》

7

京都

大阪

《申請者》 髙久 史麿
第21回医学教育指導者フォーラム
8
《開催地》

≪招聘期間≫平成21年5月25日～5月28日
≪招聘者≫Jerold Chun
スクリプス研究所（USA）
≪招聘期間≫平成21年6月15日～6月19日
≪招聘者≫Michael Stratton
The Welkome trust Sanger Institute
(UK）
≪招聘期間≫平成21年5月13日～5月16日
≪招聘者≫ A.Dean Sherry
University of Texas Southwestern
Medical Center(USA)
≪招聘期間≫平成21年9月13日～9月24日
≪招聘者≫Rachel Wong
ワシントン大学（USA）

≪招聘期間≫平成21年11月25日～11月30日
≪招聘者≫ Thomas Michel
ハーバード大学 （USA)
≪招聘期間≫平成21年10月1日～10月3日
≪招聘者≫高橋 孝宗
バンダービルト大学（USA)

東京

《申請者》 宮坂 昌之
第39回 日本免疫学会・学術集会
《開催地》

招聘期間・招聘者

東京

≪招聘期間≫平成21年12月2日～12月4日
≪招聘者≫Harald Von Boehmer
Harvard Medical School (USA）

≪招聘期間≫平成21年7月25日～7月29日
≪招聘者≫Samuel John Leinster
イーストアングリア大学（UK）

