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平成31年2月1日受付分まで （ 新しい情報は左端の欄に★がついています）

■教授
公募機関等 所属講座・専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 整理番号

群馬大学
大学院保健学研究科保健学専攻　 看護
学講座　 基礎看護学

又は准教授 平成31年2月1日 30-0629

信州大学 心臓血管外科 平成31年2月1日 30-0609

熊本大学
大学院生命科学研究部　 総合医薬科学
部門　 代謝・ 循環医学講座　 先端基礎
医学Ⅲ分野

平成31年2月4日 30-0630

島根大学 救急医学講座 平成31年2月4日 30-0646

名古屋市立大学 感染制御学分野（ 診療担当） 平成31年2月4日 30-0690

東京女子医科大学 膠原病リ ウマチ内科学講座 講座主任 平成31年2月8日 30-0673

自治医科大学 附属病院健診センター 平成31年2月8日 30-0682

名古屋市立大学 発達障害研究領域 公募期間延長 平成31年2月8日 30-0691

名古屋市立大学 腎臓内科学分野（ 診療担当） 平成31年2月8日 30-0692

川崎医科大学 分子遺伝医学教室 平成31年2月13日 30-0724

高知大学 心臓血管外科 平成31年2月15日 30-0631

高知大学 救急部、 災害・ 救急医療学 平成31年2月15日 30-0575

高知大学 心臓血管外科 平成31年2月15日 30-0647

産業医科大学 産業保健学部　 広域・ 発達看護学講座 平成31年2月15日 30-0674

群馬大学
大学院保健学研究科看護学講座　 応用
看護学分野（ 成人看護学、 がん看護
学）

又は准教授 平成31年2月15日 30-0680

福島県立医科大学 生化学講座 平成31年2月15日 30-0693

東京医科歯科大学 運動器外科学分野 平成31年2月15日 30-0708

上智大学 文学部ド イツ文学科 又は准教授 平成31年2月18日 30-0560

山口大学 薬理学講座 平成31年2月20日 30-0694

北海道大学 がん遺伝子診断部 平成31年2月22日 30-0721

岡山大学
医歯学総合研究科　 社会環境生命科学
専攻　 総合社会医科学講座（ 疫学・ 衛
生学分野）

追加公募 平成31年2月22日 30-0728

岡山大学
医歯学総合研究科　 社会環境生命科学
専攻　 総合社会医科学講座（ 公衆衛生
学分野）

追加公募 平成31年2月22日 30-0729

★ 大阪医科大学 総合医学講座　 放射線腫瘍学教室 平成31年2月25日 30-0737

三重大学 リ ハビリ テーショ ン医学 平成31年2月28日 30-0554

三重大学 臨床医学系講座（ 家庭医療学分野） 平成31年2月28日 30-0675

日本大学 医学教育センター 平成31年2月28日 30-0676

獨協医科大学 糖尿病内分泌・ 血液内科 平成31年2月28日 30-0624

和歌山県立医科大学 薬理学講座 公募期間延長 平成31年2月28日 30-0679

他機関からの教職員公募
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東邦大学 小児科学講座（ 佐倉病院） 平成31年2月28日 30-0689

千葉大学
先端研究部部門　 高次機能治療学研究
講座　 細胞分子医学研究領域

平成31年2月28日 30-0706

信州大学 学術研究院医学系（ 呼吸器外科） 公募期間延長 平成31年3月1日 30-0695

★ 富山大学 形成外科 平成31年3月22日 30-0735

★ 富山大学 リ ハビリ テーショ ン科 平成31年3月22日 30-0736

★ 兵庫医科大学 整形外科学講座 平成31年3月22日 30-0739

群馬大学 腫瘍放射線学分野 公募期間延長 平成31年3月29日 30-0725

★ 秋田大学 眼科学講座 平成31年3月29日 30-0732

■准教授
公募機関等 所属講座・専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 受付番号

富山大学 教養教育院　 英語教育 平成31年2月1日 30-0715

★ 兵庫医科大学 産科婦人科学 臨床准教授 平成31年3月29日 30-0738

埼玉医科大学 国際医療センター　 心臓内科
准教授・ 講師・ 助教　 各若
干名

平成31年3月30日 30-0719

北里大学 総合診療医学
准教授・ 講師・ 助教　 各１
名

平成31年3月31日 30-0684

福島県立医科大学 母性看護学・ 助産学部門
又は講師　 ２ 名
募集期間延長

平成31年3月31日 30-0688

福島県立医科大学 母性看護学・ 助産学部門 平成31年4月26日 30-0687

■講師 ・

公募機関等 専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 受付番号

石川県立看護大学
地域・ 在宅・ 精神看護学講座（ 在宅看
護学分野）

講師、 助教または助手　 １
名

平成31年2月8日 30-0726

石川県立看護大学
地域・ 在宅・ 精神看護学講座（ 地域看
護学分野）

助教または助手　 １ 名 平成31年2月8日 30-0727

宮崎大学 外科学講座呼吸器・ 乳腺外科学分野 平成31年2月28日 30-0716

埼玉医科大学 医学部　 免疫学 又は助教　 公募期間延長 平成31年3月30日 30-0718

和歌山県立医科大学附属病院
紀北分院

内科・ 総合診療 又は助教 随時受付 30-0324

■助教
公募機関等 所属講座・専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 受付番号

兵庫県立大学 母性看護学 又は助手 平成31年2月12日 30-0702

★ 愛知県立大学 基礎看護学 平成31年2月14日 30-0733

金沢大学 法医学研究分野 平成31年3月20日 30-0717

和歌山県立医科大学 微生物学講座 平成31年3月29日 30-0678

熊本大学
先端生命医療科学部門　 医療技術科学
講座　 生体情報解析分野

平成31年3月29日 30-0722

山口大学医学部附属病院 総合診療部 ２ 名 随時受付 29-0033

大阪大学 未来医学（ 生命機能研究科） 随時受付 30-0532

■助手
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公募機関等 所属講座・専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 受付番号

■その他
公募機関等 所属講座・専門分野・担当科目等 備考 応募締切日 採用予定日 受付番号

国立精神・ 神経医療研究センター
精神保健研究所

行動医学研究部　 認知機能研究室長 平成31年2月1日 30-0637

国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 主任研究官 平成31年2月4日 30-0685

国立医薬品食品衛生研究所 生薬部 主任研究官 平成31年2月4日 30-0686

国立病院機構沖縄病院 臨床研究部 部長 平成31年2月6日 30-0704

国立精神・ 神経医療研究センター 病態生化学研究部　 分子機能研究室 室長 平成31年2月8日 30-0707

国立病院機構大阪医療センター 臨床研究センター センター長 平成31年2月12日 30-0703

国立成育医療研究センター病院 器官病態系内科部　 呼吸器科 診療部長 平成31年2月15日 30-0730

★
国立精神・ 神経医療研究センター
精神保健研究所

睡眠・ 覚醒障害研究部　 臨床病態生理
研究

室長 平成31年2月20日 30-0734

★ 国立精神・ 神経医療研究センター 病院身体リ ハビリ テーショ ン部 部長 平成31年2月21日 30-0731

国立精神・ 神経医療研究センター
神経研究所

遺伝子疾患治療研究
部長
公募期間延長

平成31年4月30日 30-0720

国立保健医療科学 研究職員 統括研究官 平成31年12月12日 30-0709

国立保健医療科学
生涯健康研究部（ 公衆衛生看護研究領
域）

研究員（ 任期付） ① 平成31年12月12日 30-0710

国立保健医療科学
生涯健康研究部（ 公衆衛生看護研究領
域）

研究員（ 任期付） ② 平成31年12月12日 30-0711

国立循環器病研究センター 心臓血管外科レジデント 随時受付 29-0114

社会医療法人大道会
ボバース記念病院、 森之宮病院

歯科医師 随時受付 29-0618

東京都立小児総合医療センター 検査科医師（ 病理） 随時受付 29-0027

東京都立小児総合医療センター 診療放射線科医師 随時受付 29-0028

香川県健康福祉部 公衆衛生医師（ 香川県職員） 随時受付 29-0092

東京都立神経病院
2025年～難病医療センター（ 仮称） 医
師

随時受付 29-0286

寝屋川市総務部 寝屋川市職員　 医師１ 名
保健所における医療業務
（ 公衆衛生業務）

随時受付 30-0179

公益財団法人放射線影響研究所 広島研究所　 情報技術部 情報技術部長 随時受付 30-0205

神戸大学医学部附属病院
検査部・ 輸血部・ 臨床研究推進セン
ター

臨床検査技師（ 育休代替） 随時受付 30-0328

寝屋川市総務部 寝屋川市職員　 医師１ 名
保険・ 医療事務（ 公衆衛
生、 健診、 診療等）

随時受付 30-0540

福山市教育委員会学事課 臨時教職員・ 非常勤講師 代替 随時受付 30-0541

横浜市歯科保健医療センター 歯科医師 訪問歯科診療科長 随時受付 30-0610
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