
◆　基幹講座　◆

講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考

神経細胞生物学 島田　昌一 教授 島田　昌一 教授 shimada@anat1.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3124

神経機能形態学 佐藤　真 教授 佐藤　真 教授 makosato@anat2.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3221

細胞生物学 原田　彰宏 教授 原田　彰宏 教授 aharada@acb.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3211

分子神経科学 山下　俊英 教授 山下　俊英 教授 secretary@molneu.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3661

脳生理学 北澤　茂 教授 北澤　茂 教授 kitazawa@fbs.osaka-u.ac.jp 　06-6878-4431
前日までに連絡をください。
状況に応じてオンライン相談
にします。

統合生理学 岡村　康司 教授 大河内　善史 准教授 okochyo@phys2.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3311

分子病態生化学 菊池　章 教授

医化学 高島　成二 教授 高島　成二 教授 takasima@cardiology.med.osaka-u.ac.jp 　06-6879-3492

遺伝学 吉森　保 教授

病態病理学 森井　英一 教授

幹細胞病理学 仲野　徹 教授

生体システム薬理学 金井　好克 教授 金井　好克 教授 contact@pharma1.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3521
研究室訪問希望の際、事前連
絡をお願いいたします。

統合薬理学 日比野　浩 教授 日比野　浩 教授 hibino@pharma2.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3512

公衆衛生学 磯　博康 教授

環境医学 祖父江　友孝 教授

法医学 松本　博志 教授

医の倫理と公共政策学 加藤　和人 教授 加藤　和人 教授 info@eth.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3688

ウイルス学 上田　啓次 教授

免疫制御学 竹田　潔 教授 竹田　潔 教授 ktakeda@ongene.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3982

生体防御学 茂呂 和世 教授 茂呂 和世 教授 moro@ilc.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3821

社会医学

病理学

薬理学

R3年度受入れ予定なし

R3年度受入れ予定なし

感染症・免疫学

幹細胞生物学 長澤　丘司 教授

免疫細胞生物学 石井　優 教授

長澤　丘司 教授 tnagasa@fbs.osaka-u.ac.jp 06-6879-4606

担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

解剖学

生理学

生化学・分子生物学 R3年度受入れ予定なし

R3年度受入れ予定なし

※ 研究室訪問を希望される方は、事前申し込みが必要です。

 以下ご参照のうえ、訪問予約をお取りください。
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講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

神経遺伝子学 河原　行郎 教授 河原　行郎 教授 ykawahara@rna.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3827

遺伝統計学 岡田　随象 教授

がんゲノム情報学 谷内田　真一 教授

認知行動科学

松尾　知之 准教授 小笠原　一生 06-6850-6037

中田　研 連絡教授 近田　彰治
健康体育研究棟資料室
にて秘書対応

スポーツ医学 中田　研 教授 中田　研 教授 sportssec@hss.osaka-u.ac.jp 06-6210-8439

循環器内科学 坂田　泰史 教授

下村　伊一郎 教授 shimomura@endmet.med.osaka-u.ac.jp

福原　淳範 寄附講座准教授 fukuhara@endmet.med.osaka-u.ac.jp

呼吸器・免疫内科学 熊ノ郷　淳 教授

老年・総合内科学 樂木　宏実 教授 鷹見　洋一 助教 takami@geriat.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3852

血液・腫瘍内科学 保仙　直毅 教授 保仙　直毅 教授 secret@bldon.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3871

消化器内科学 竹原　徹郎 教授

腎臓内科学 猪阪　善隆 教授 高畠　義嗣 講師 takaba@kid.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3857

日髙　洋 准教授

樂木　宏実 連絡教授

神経内科学 望月　秀樹 教授 別宮　豪一 助教 g-beck@neurol.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3571

精神医学 池田　学 教授 田上　真次 講師 iuchi@psy.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3051

小児科学 大薗　恵一 教授 北畠 康司 准教授 ykitaba@ped.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3932

皮膚科学 藤本 学 教授

医学統計学 服部　聡 教授 服部　聡 教授 office@biostat.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3301

医療情報学

放射線医学 富山　憲幸 教授 大西　裕満 准教授 h-onishi@radiol.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3434

核医学 富山　憲幸 連絡教授

seo@radonc.med.osaka-u.ac.jp

radonc@radonc.med.osaka-u.ac.jp

ゲノム生物学

健康スポーツ科学 R3年度受入れ予定なし

病院臨床検査学

5月25日まで訪問可

内科学 R3年度受入れ予定なし

内分泌・代謝内科学 下村　伊一郎 教授 06-6879-3742

運動制御学 助教 oubmc@hss.osaka-u.ac.jp

情報統合医学

放射線統合医学

放射線治療学 小川　和彦 教授 瀬尾　雄二
寄附講座
准教授

06-6879-3482
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講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

心臓血管外科学 宮川　繁
最先端再生医療学共同
研究講座
特任教授(常勤)

h-aoki@surg1.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3154

呼吸器外科学 新谷　康 教授 舟木　壮一郎
講師

診療局長
jimu@thoracic.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3152

消化器外科学Ⅰ 江口　英利 教授 野田　剛広 助教 tnoda@gesurg.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3251

消化器外科学Ⅱ 土岐　祐一郎 教授 野田　剛広 助教 tnoda@gesurg.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3251

乳腺・内分泌外科学 島津　研三 教授 下田　雅史 講師 mshimoda@onsurg.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3772

小児成育外科学 奥山　宏臣 教授

麻酔・集中治療医学 藤野　裕士 教授

救急医学

整形外科学 岡田　誠司 教授

産科学婦人科学 木村　正 教授 冨松　拓治 准教授 jimu@gyne.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3351

泌尿器科学 野々村　祝夫 教授 福原　慎一郎 講師 fukuhara@uro.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3531

形成外科学 久保　盾貴 教授 久保　盾貴 教授 psurg@psurg.med.osaka-u.ac.jp 　06-6879-6056

寄附講座教授 koichi.baba@ophthal.med.osaka-u.ac.jp

（保健学科・視覚再生学） （秘書：nishidasec@ophthal.med.osaka-u.ac.jp）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 猪原　秀典 教授

脳神経外科学 貴島　晴彦 教授 中村　元 講師 hajime@nsurg.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3652

◆　特別協力講座　◆

治療情報学 病院薬剤学 奥田　真弘 教授

感染制御医学 感染制御学

◆　協力講座　◆

06-6879-8631（教授室）

06-6879-8632（秘書）

高次脳機能学 疋田　貴俊 教授 疋田　貴俊 教授 hikida@protein.osaka-u.ac.jp 06-6879-8621

分子生物遺伝学 片山　泰一 教授

小児発達神経学 谷池　雅子 教授

実験動物学 中尾　和貴 教授 中尾　和貴 教授 k_nakao@iexas.med.osaka-u.ac.jp 　06-6879-6100

情報機能医学
分子発生学 古川　貴久 教授

06-6879-3451 要事前日程調整

生体統御医学

器官制御外科学

脳神経感覚器外科学
眼科学 西田　幸二 教授 馬場　耕一

外科学

古川　貴久 教授 takahisa.furukawa@protein.osaka-u.ac.jp
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講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

生体防御医学 ウイルス感染制御学 塩田　達雄 教授

免疫機能統御学 菊谷　仁
寄附研究部門   

教授

免疫化学 荒瀬　尚 教授

分子ウイルス学 渡邊　登喜子 教授 渡辺　登喜子 教授 tokikow@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8343

組織再構築学 高倉　伸幸 教授 高倉　伸幸 教授 ntakaku@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8316

分子細菌学 堀口　安彦 教授

分子細胞情報学 三木　裕明 教授

自然免疫学 審良　静男
特任教授　　　　

(常勤）
田中　宏樹 特任講師 a-office@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-4955

発癌制御学 岡田　雅人 教授

遺伝子機能解析学 伊川　正人 教授 伊川　正人 教授 ikawasec@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8375

実験免疫学 坂口　志文
特任教授　　　

(常勤）

免疫寄生虫学 山本　雅裕 教授

遺伝子生物学 原　英二 教授 松本　知訓 助教 tomomatsumoto@biken.osaka-u.ac.jp 　06-6879-4261

病原細菌学 飯田　哲也 教授

免疫・生化学 長田　重一
特任教授　　　

(常勤）

分化制御学 黒崎　知博 
特任教授　　　

(常勤）

免疫応答動態学 鈴木　一博 教授 鈴木　一博 教授 ksuzuki@ifrec.osaka-u.ac.jp 06-6879-4939

ゲノム情報解析学 Daron M. Standley 教授

分子免疫学 山﨑　晶 教授

感染微生物学 三室　仁美 准教授 三室　仁美 准教授 mimuro@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8286

遺伝子疾患学 木下　タロウ
寄附研究部門 

教授

ウイルス免疫学 小林　剛 教授 小林　剛 教授 tkobayashi@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8335

ワクチン免疫学 青枝　大貴
寄附研究部
門准教授

ウイルス医科学 岩崎　正治
特任准教授 　　　

　(常勤）
岩崎　正治 特任准教授 miwasaki@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8262

生体統御学 石谷　太 教授

ウイルス病理学 岡本　徹 教授

分子原虫学 岩永　史朗 教授 岩永　史朗 教授 iwanaga@biken.osaka-u.ac.jp 06-6879-8364

R3年度受入れ予定なし
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講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

ヒト免疫学（単一細胞免疫学） WING James Badger
特任准教授 　　　

　(常勤）
WING James Badger 特任准教授 jbwing@ifrec.osaka-u.ac.jp 06-6879-4936

メールでご連絡ください。（電話不
可）

ヒト免疫学（単一細胞ゲノミクス） 奥﨑　大介
特任准教授 　　　

　(常勤）
奥﨑　大介 特任准教授 dokuzaki@biken.osaka-u.ac.jp 　06-6879-8323

微生物病研究所 遺伝情報実験セン

ター　ゲノム解析室・南館2階

恒常性免疫学 岡部　泰賢
特任准教授 　　　

　(常勤）
岡部　泰賢 特任准教授 yokabe@ifrec.osaka-u.ac.jp 06-6879-4932

ウイルス制御学 松浦　善治
特任教授　　　

(常勤）

ウイルス動態学 前田　裕輔
特任教授　　　

(常勤）

感染症メタゲノム学 中村　昇太
特任准教授 　　　

　(常勤）

身体制御健康医学 守山　敏樹 教授

予防健康医学 長友　泉 教授

精神健康医学 工藤　喬 教授

心理健康医学 水田　一郎 教授

細胞応答制御学 細胞応答制御学 中田　慎一郎 教授 中田　慎一郎 教授 snakada@bcr.med.osaka-u.ac.jp 06-6879-3398

◆　寄附講座 .◆

臨床遺伝子治療学 森下　竜一 寄附講座教授 眞田文博

2002年12月～2022年11月 武田朱公

運動器バイオマテリアル学 菅本　一臣 寄附講座教授

2006年10月～2022年9月

運動器医工学治療学 菅野　伸彦 寄附講座教授

2008年10月～2023年9月

再生誘導医学 玉井　克人 寄附講座教授

2010年10月～2023年9月

神経難病認知症探索治療学 長野　清一 寄附講座教授

2016年1月～2021年12月

先進癌薬物療法開発学 佐藤　太郎 寄附講座教授

2011年4月～2022年3月

幹細胞応用医学 林 竜平 寄附講座教授

2014年4月～2022年3月

健康増進医学

先進癌薬物療法開発学
副：土岐　祐一郎教授（消化器外科学Ⅱ）

再生誘導医学

R3年度受入れ予定なし

幹細胞応用医学
副：西田　幸二教授（眼科学）

寄附講座准教授 jimu@cgt.med.osaka-u.ac.jp 06-6210-8351

運動器バイオマテリアル学
副：岡田誠司教授（整形外科学）

運動器医工学治療学
副：岡田誠司教授（整形外科学）

臨床遺伝子治療学
副：樂木　宏実教授（老年・総合内科学）

副：藤本　学教授（皮膚科学）

神経難病認知症探索治療学

副：望月　秀樹教授（神経内科学）

生体防御医学
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講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

◆　共同研究講座. ◆

脳機能診断再建学 平田　雅之 特任教授（常勤）

2019年4月～2022年3月

基礎腫瘍免疫学 大倉　永也 特任教授（常勤）

2014年4月～2024年3月

創薬神経科学 山下　俊英 教授（兼務）

2018年7月～2023年3月

先進融合医学 萩原　圭祐 特任教授（常勤）

2017年4月～2022年3月

人工知能画像診断学 富山　憲幸 教授（兼務）

2019年4月～2024年3月

疾患データサイエンス学 石井　秀始 特任教授（常勤）

2014年4月～2025年3月

◆　連携大学院 ◆　.

大阪母子医療センター

細胞認識機構学 松尾　勲 招へい教授 松尾　勲
　　　招へい教授　　　　
（大阪母子医療セン
ター研究所　部長）

imatsuo@wch.opho.jp
　0725-56-1220　　　　

　　　　（内線5401）
要事前予約　　研究室訪問
予約時間：平日9：00～17：00

柳原　格 招へい教授

大阪国際がんセンター
腫瘍医学 大植　雅之 招へい教授 大植　雅之

副院長　　　　　　　　　　
（招へい教授）

 ohue-ma@oici.jp 06-6945-1181

宮代　勲 招へい教授 宮代　勲
がん対策センター所

長（招へい教授）
miyashir@biken.osaka-u.ac.jp 06-6945-1181

原田　陽一郎 招へい准教授 原田　陽一郎
チームリーダー　　　　

（招へい准教授）
yoharada3@mc.pref.osaka.jp

06-6945-1181　　　　　

　　　（内線4207）

中岡　良和 招へい教授

望月　直樹 招へい教授

先進融合医学
副：熊ノ郷　淳教授（呼吸器・免疫内科学）

特任教授 info@ndr.med.osaka-u.ac.jp 06-6210-8429

副：木村　正教授（小児成育外科学）

副：谷内田　真一教授（がんゲノム情報学）

循環微小画像医学

副：貴島 晴彦教授（脳神経外科学）

基礎腫瘍免疫学
副：土岐　祐一郎教授（消化器外科学Ⅱ）

創薬神経科学

脳機能診断再建学
副：貴島　晴彦教授（脳神経外科学）

平田　雅之

国立循環器病研究センター

疾患データサイエンス学
副：土岐　祐一郎教授（消化器外科学Ⅱ）

人工知能画像診断学

mailto:info@ndr.med.osaka-u.ac.jp
mailto:imatsuo@wch.opho.jp
mailto:miyashir@biken.osaka-u.ac.jp
mailto:yoharada3@mc.pref.osaka.jp
mailto:info@ndr.med.osaka-u.ac.jp


講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

巽 英介 招へい教授

山岡　哲二 招へい教授 山岡　哲二 部長 yamtet@ncvc.go.jp
06-6170-1070　　　　　

　　　（内線31009）
事前登録が必要なため、メー
ルでご連絡ください。

渡邉　裕介 招へい准教授

理化学研究所 発生・再生医学 高里　実 招へい教授

生命機能科学研究センター 藤原　裕展 招へい教授

木村　航 招へい准教授

理化学研究所 免疫アレルギー医学 池川　志郎 招へい教授

田中　貴志 招へい教授

近畿中央呼吸器センター　 腫瘍感染免疫学 井上　義一 招へい教授

安宅　信二 招へい教授

露口　一成 招へい准教授

医薬基盤・健康・栄養研究所 免疫・感染制御学 朝長　毅 招へい教授

医薬基盤・健康・栄養研究所 病態制御基礎医学 野村　大成 招へい教授

國澤　純 招へい教授

安居　輝人 招へい教授

量子科学技術研究開発機構 分子イメージング解析学 須原　哲也 招へい教授

白阪　琢磨 招へい教授

三田　英治 招へい教授

渡邊　大 招へい准教授

副：茂呂　和世教授（生体防御学）

大阪医療センター エイズ先端医療学

副：熊ノ郷　淳教授（呼吸器・免疫内科学）

副：高島　成二教授（医化学）

副：小川　和彦教授（放射線治療学）

副：島田　昌一教授（神経細胞生物学）

生命医科学研究センター

国立循環器病研究センター 循環制御医学

副：貴島 晴彦教授（脳神経外科学）

副石井　優教授（免疫細胞生物学）

臨床研究センター

副：長澤　丘司教授（免疫細胞生物学）

mailto:yamtet@ncvc.go.jp


講座名 専門科目 メールアドレス 電話番号 備考担当教員
教室訪問等対応者

（氏名/役職）

国立感染症研究所 感染症疫学 柴山　恵吾 招へい教授

望月　修一 招へい教授

三原　直樹 招へい教授

柴田　大朗 招へい准教授

米盛　勧 招へい准教授

里　直行 招へい教授

篠原　充 招へい准教授

大阪健康安全基盤研究所 健康疫学 本村　和嗣 招へい准教授

理化学研究所 システム生物学 上田　泰己 招へい教授

生命機能化学研究ｾﾝﾀｰ 隅山　健太 招へい准教授

山田　陸裕 招へい准教授
06-6105-5241rikuhiro.yamada@riken.jp

　　連携准教授          
   　上級研究員

山田　陸裕

副：茂呂　和世教授（生体防御学）

医薬品医療機器総合機構

副：磯　博康教授（公衆衛生学）

副:金井　好克教授（生体システム薬理学）

医薬品医療機器評価学

副：猪阪　善隆教授（腎臓内科学）

国立がん研究センター がん診療開発学

副：野々村　祝夫教授（泌尿器科学）

国立長寿医療研究センター 加齢神経医学

副：池田　学教授（精神医学）
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