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※公募文書は応募締切順に記載。
※募集要項の本紙は、総務課人事係で保管しています。
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2019年5月17日 （ 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

鹿児島県大学 看護学専攻地域包括看護学講座 平成31年5月17日 30-0801

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

平成31年5月17日 31-0007

広島大学 生体構造・ 機能修復学 平成31年5月17日 31-0035

富山大学 形成外科 特命教授 平成31年5月21日 31-0036

名古屋大学 臨床腫瘍部 教授（ 診療担当） 平成31年5月23日 31-0037

京都府立医科大学 分子標的予防医学 平成31年5月24日 31-0014

横浜市立大学 分子病態学 教室主任 平成31年5月24日 31-0018

徳島大学 社会医学系（ 公衆衛生学分野） 平成31年5月24日 31-0038

三重大学
基礎医学系講座（ 機能プロテオミ クス
分野）

平成31年5月29日 30-0817

東北大学 機能医科学講座　 胎児病態学分野 平成31年5月31日 30-0815

奈良女子大学 生活環境科学系 または准教授 平成31年5月31日 30-0822

東京医科歯科大学
大学院保健衛生学研究科精神保健看護
学分野

平成31年5月31日 31-0008

東京慈恵会医科大学 外科学講座　 消化器分野 平成31年5月31日 31-0009

徳島大学 外科系（ 心臓血管外科学分野） 平成31年5月31日 31-0015

藤田医科大学 整形外科学 講座教授 平成31年5月31日 31-0039

藤田医科大学 リ ハビリ テーショ ン医学Ⅰ 講座教授 平成31年5月31日 31-0040

藤田医科大学 整形外科学 平成31年5月31日 31-0055

藤田医科大学 リ ハビリ テーショ ン医学Ⅰ 平成31年5月31日 31-0056

福島県立医科大学 発達障害分野 平成31年5月31日 31-0061

北海道大学 解剖学分野組織解剖学 平成31年6月3日 31-0041

東京女子医科大学 麻酔科学講座 講座主任 平成31年6月7日 31-0016

★ 順天堂大学 循環器内科学講座 平成31年6月10日 31-0082

★ 順天堂大学 精神医学講座 平成31年6月10日 31-0083

北海道公立大学 血液内科学 平成31年6月13日 31-0042

千葉大学
救急集中治療医学（ 中核研究部門　 生
命機能治療学研究講座）

平成31年6月14日 31-0043

北里大学 下部消化管外科学単位
主任教授（ 任用期間5年・
再任可）

平成31年6月14日 31-0078

★ 熊本大学 医用画像科学講座 平成31年6月14日 31-0084

愛媛大学
プロテオサイエンスセンター　 寄生病
原体学部門

平成31年6月21日 31-0044

信州大学 基礎看護学 平成31年6月24日 31-0045

他機関からの教職員公募
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★ 三重大学 リ ハビリ テーショ ン科 平成31年6月26日 31-0085

熊本大学 地域情報学 平成31年6月28日 30-0811

日本大学 外科学系乳腺内分泌外科学分野 主任教授 平成31年6月28日 31-0017

福岡大学 腎泌尿器外科学講座 平成31年6月28日 31-0046

福岡大学 形成外科学講座 平成31年6月28日 31-0047

福岡大学 腎臓・ 膠原病内科学講座 平成31年6月28日 31-0048

福岡大学 生理学講座 平成31年6月28日 31-0049

福島県立医科大学 病理検査学分野 平成31年6月28日 31-0064

沖縄県立看護大学 小児保健看護領域 平成31年8月29日 30-0777

慶応義塾大学 英語（ 英語ネイティ ブ担当） 平成31年9月3日 30-0754

沖縄県立看護大学 地域保健看護関連科目 平成31年9月5日 31-0050

沖縄県立看護大学 別科助産専攻 平成31年9月5日 31-0051

獨協医科大学 リ ハビリ テーショ ン科 主任教授 平成31年9月30日 31-0052

■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

福島県立医科大学 統計学分野 平成31年5月31日 31-0054

★ 福岡大学 薬物送達学教室 准教授又は講師 平成31年6月15日 31-0081

新潟県立看護大学 小児看護学領域 准教授又は講師 平成31年7月1日 31-0019

藤田医科大学 臨床薬剤科 平成31年7月31日 31-0080

弘前大学
博物館学（ 人文社会・ 教育学系　 人文
科学領域）

平成31年9月24日 30-0813

■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

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

★ 浜松医科大学
医学部・ 臨床看護学講座（ 老年看護
学）

講師 平成31年6月17日 31-0086

■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

山形大学
メ ディ カルサイエンス推進研究所　 動
物実験センター

平成31年5月31日 31-0025

金沢大学 細菌学研究分野 平成31年6月14日 31-0058

福島県立医科大学 身体障害分野 平成31年6月28日 31-0062

新潟県立看護大学 母性・ 助産看護学領域 平成31年7月1日 31-0020

沖縄県立看護大学 精神保健看護関連科目 平成31年7月4日 31-0059

沖縄県立看護大学 小児保健看護関連科目 または助手 平成31年7月4日 31-0060

金沢大学 分子遺伝学研究分野 平成31年7月5日 31-0057
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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
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

福島県立医科大学 総合画像検査技術学分野 平成31年6月28日 31-0063

■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

国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 衛生微生物部研究員 平成31年5月17日 31-0065

佐賀県人事委員会事務局 佐賀県県職員 佐賀県県職員 平成31年5月24日 31-0066

愛知県がんセンター 遺伝子病理診断部
遺伝子病理診断部長
公募期間延長

平成31年5月24日 31-0067

金沢大学 分子遺伝学研究分野 卓越研究員 平成31年5月31日 31-0026

三重大学 三重大学医学部附属病院 病院長 平成31年6月3日 31-0068

国立感染症研究所 ハンセン病研究センター感染制御部 任期付研究員 平成31年6月11日 31-0029

国立保健医療科学院 医療・ 福祉サービス研究部 研究部長 平成31年6月11日 31-0069

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 研究部長 平成31年6月11日 31-0070

国立保健医療科学院 研究職員 統括研究官 平成31年6月11日 31-0071

国立保健医療科学院 保険料経済評価研究センター
上席主任研究官(任期付）
主任研究官（ 任期付）

平成31年6月11日 31-0072

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 主任研究官（ 任期付） 平成31年6月11日 31-0073

国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官 平成31年6月11日 31-0074

国立保健医療科学院 生活環境研究部 主任研究官（ 任期付） 平成31年6月11日 31-0075

国立保健医療科学院 生涯健康研究部
上席主任研究官（ 任期
付）

平成31年6月11日 31-0076

国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官（ 任期付） 平成31年6月11日 31-0077

国立精神・ 神経医療研究センター 病院小児神経診療部 小児神経科医長 平成31年7月1日 31-0027

国立精神・ 神経医療研究センター
神経研究所

ト ランスレーショ ナル・ メ ディ カルセ
ンター

情報管理・ 解析部臨床研
究計画・ 解析室長

平成31年7月1日 31-0030

国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部 主任研究官 平成31年7月1日 31-0079

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
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