
【医学系研究科】2022年度医学部医学科3年次基礎配属　学生インタビュー対象教室一覧

No 部局名 講座名 教室名 役職 責任者氏名
受入れ可
能人数

6月28日（火） 6月29日（水） 6月30日（木） 7月1日（金） 訪問場所 電話番号 メールアドレス

1 医学系研究科 解剖学 神経細胞生物学 教授 島田　昌一 5 14:00-16:00（島田） 10:00-12:00（小山） 医学系研究科基礎研究棟1階神経細胞生物学教室 06-6879-3124 shimada@anat1.med.osaka-u.ac.jp

2 医学系研究科 解剖学 神経機能形態学 教授 佐藤　真 4 13:10-16:00（佐藤、岡）
医学系研究科基礎研究棟2階解剖学第二企画情報
室(B21-11)

06-6879-3221 makosato@anat2.med.osaka-u.ac.jp

3 医学系研究科 解剖学 細胞生物学 教授 原田　彰宏 4 15:00-16:30（原田） 13:10-16:30（原田）
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟5階細胞生
物学教室(E51-07)

06-6879-3211 aharada@acb.med.osaka-u.ac.jp

4 医学系研究科 解剖学 分子神経科学 教授 山下　俊英 3 １４〜１５時（山下）
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟6階分子神
経科学教室

06-6879-3661 yamashita@molneu.med.osaka-u.ac.jp

5 医学系研究科 生理学 脳生理学 教授 北澤　茂 3 15:00-16:00 （中野） 10:00-11:00(中野） 生命機能研究科ナノバイオロジー棟D303 06-6879-4431 中野：tamami_nakano@fbs.osaka-u.ac.jp

6 医学系研究科 生理学 統合生理学 教授 岡村　康司 4 15:00-16:00 （河合） 11:00-12:00 （大河内） 14:00-15:00 （好岡）
医学系研究科基礎研究棟3階統合生理学教室・生理
学サロン(B32-25)

06-6879-3311 大河内：okochyo@phys2.med.osaka-u.ac.jp

7 医学系研究科 生化学・分子生物学 医化学 教授 高島　成二 3 15:00-16:00 （高島） 15:00-16:00 （高島） 医学系研究科基礎研究棟4階B41-09企画室 06-6879-3492 takasima@cardiology.med.osaka-u.ac.jp

8 医学系研究科 生化学・分子生物学 遺伝学 教授 吉森　保 3 14時開始(南聡)
14時開始（南聡）＊ただしど
うしても29日が難しい学生に

限る

医学系研究科バイオメディカル教育研究棟5階遺伝学
教室　大実験室(E53-26)

06-6879-3587 minami@kid.med.osaka-u.ac.jp

9 医学系研究科 生化学・分子生物学 組織生化学 教授 妻木　範行 4 13：10－13：50 （妻木）
8：50－12：10 （妻木）；
13：10－15：00 （妻木）

13：10－16:30 （妻木） 医学系研究科基礎研究棟3階B31-07室 06-6879-3321 info@tsu.med.osaka-u.ac.jp

10 医学系研究科 病理学 病態病理学 教授 森井　英一 3 13:10～ （担当：野島） 15:30～ （担当：野島） 医学系研究科基礎研究棟7階検鏡室 06-6879-3711 s_nojima@molpath.med.osaka-u.ac.jp

11 医学系研究科 薬理学 生体システム薬理学 教授 金井　好克 3 13:10-16:00 (金井) 13:10-16:30 (金井) 13:10-16:30 (金井) 医学系研究科基礎研究棟5階B51-07室 06-6879-3521 contact@pharma1.med.osaka-u.ac.jp

12 医学系研究科 薬理学 統合薬理学 教授 日比野　浩 3
日比野 浩

（14:00-16:00）
医学系研究科基礎研究棟5階B52-25室 06-6879-3512 hibino@pharma2.med.osaka-u.ac.jp

13 医学系研究科 社会医学 環境医学　 教授 祖父江　友孝 4 13：10-13：40（北村） 13：10-13：40（北村） 13：10-13：40（北村） 医学系研究科基礎研究棟9階カンファレンスルーム 06-6879-3922 ymurai@envi.med.osaka-u.ac.jp

14 医学系研究科 社会医学 法医学　 教授 松本　博志 3 17:00-21:00 17:00-21:00 09:00-11:00 11:00-15:00
医学系研究科基礎研究棟1階法医学会議室
【法医学教室受付に声をかけてください】

06-6879-3112 hmatsumo@legal.med.osaka-u.ac.jp

15 医学系研究科 社会医学 医の倫理と公共政策学 教授 加藤　和人 3 13:10-15:00 (加藤) 13:10-16:30 (加藤) 15:00-16:30 (加藤) 医学系研究科バイオメディカル教育研究棟6階E62-34 06-6879-3688 kogetsu@eth.med.osaka-u.ac.jp

16 医学系研究科 感染症・免疫学 ウイルス学 教授 上田　啓次 3 14:00-16:00 10:00-11:00
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟7階ウイル
ス学教室横企画室

06-6879-3783 kueda@virus.med.osaka-u.ac.jp

17 医学系研究科 感染症・免疫学 免疫制御学 教授 竹田　潔　 3
8:50-12:10, 13:10-14:00（竹

田）
13:10-16:30（竹田）

10：30-12:10, 13:10-14:30
（竹田）

医学系研究科バイオメディカル教育研究棟9階免疫制
御学(E92-29)

06-6879-3982 ktakeda@ongene.med.osaka-u.ac.jp

18 医学系研究科 感染症・免疫学 免疫細胞生物学 教授 石井　優 3
13:10-16:00

（石井・菊田・藤井）
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟8階免疫細
胞生物学企画室

06-6879-3881 mishii@icb.med.osaka-u.ac.jp

19 医学系研究科 感染症・免疫学 幹細胞生物学 教授 長澤　丘司 5 15：30-16：30（長澤） 15：30-16：30（長澤） 生命機能研究科ナノバイオロジー棟3階D309 06-6879-4606 tnagasa@fbs.osaka-u.ac.jp

20 医学系研究科 感染症・免疫学 生体防御学 教授 茂呂　和世 3 13:10-14:10 （茂呂） 15：00-16:00 （茂呂）
医学系研究科基礎研究棟8階生体防御学教員・院生
室(B81-01)

06-3879-3821 moro@ilc.med.osaka-u.ac.jp

21 医学系研究科 ゲノム生物学 神経遺伝子学 教授 河原　行郎 6 13:10〜16:10 医学系研究科バイオメディカル教育研究棟3階企画室 06-6879-3827 ykawahara@rna.med.osaka-u.ac.jp

22 医学系研究科 ゲノム生物学 遺伝統計学 教授 岡田　随象 3
14:00-15:00

（岡田教授が対応）
14:00-15:00

（山本助教が対応）
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟9階遺伝統
計学・研究員居室

06-6879-3971 office@sg.med.osaka-u.ac.jp

23 医学系研究科 ゲノム生物学 がんゲノム情報学 教授 谷内田　真一 3 10:00〜12:00（谷内田） 10:00〜12:00（谷内田）
医学系研究科バイオメディカル教育研究棟3階がんゲ
ノム情報学秘書室

06-6879-3360 syachida@cgi.med.osaka-u.ac.jp

24 医学系研究科 ゲノム生物学 生殖遺伝学 教授 林　克彦 3 13:10-16:00 13:10-16:30 8:50-12:10, 13:10-16:30  13:10-16:30 医学系研究科基礎研究棟10階BX2-13室 06-6879-3900 hayashik@gcb.med.osaka-u.ac.jp

25 医学系研究科 健康スポーツ科学 スポーツ医学 教授 中田　研 5 15:00-16:30

WEBにて開催。希望者はメールを送って頂ければ
WEBID,パスワードをお知らせいたします。
やむを得ずこの日程に参加できない場合は、
後日、動画視聴の機会を設けるため、事前に申し出る
こと。

06-6210-8439 sportssec@hss.osaka-u.ac.jp

学生受入
情報

インタビュー情報

日時（対応教員名：敬称略）
※ 日時が空白はインタビュー不可

訪問場所・学生連絡先

mailto:shimada@anat1.med.osaka-u.ac.jp
mailto:info@tsu.med.osaka-u.ac.jp


【医学系研究科以外】2022年度医学部医学科3年次基礎配属　学生インタビュー対象教室一覧

No 部局名 講座名 教室名 役職 責任者氏名
受入れ可能人

数
6月28日（火） 6月29日（水） 6月30日（木） 7月1日（金） 訪問場所 電話番号 メールアドレス

26 高等共創研究院 細胞応答制御学 細胞応答制御学 教授 中田　慎一郎 1 13:10-16:00(中田)
10:30-11:30(中田)
13:10-16:30(中田)

10:30-11:30(中田)
13:10-16:30(中田)

10:30-11:30(中田)
13:10-16:30(中田)

医学系研究科共同研究棟5階D51-03 06-6879-3398 snakada@bcr.med.osaka-u.ac.jp

27
連合小児発達学研
究科

情報機能医学 分子生物遺伝学 教授 片山　泰一 2

9:10-12:10（片山、吉村、三
好、藤原）13:30-14:30（片山、

吉村、三好、藤原）14:30-
16:30（片山、吉村、三好、藤
原）※ただし必ず予約の連絡
を。他の時間でも場合によっ

ては対応可

9:10-12:10（片山）14:30-16:30
（三好）※ただし必ず予約の
連絡を。他の時間でも場合に

よっては対応可

9:10-12:10（三好）13:30-14:30
（三好）14:30-16:30（三好）※
ただし必ず予約の連絡を。他
の時間でも場合によっては対

応可

14:30-16:30（三好）※ただし必
ず予約の連絡を。他の時間で

も場合によっては対応可

連合小児発達学研究科・分子生物遺伝学研究領基
礎研究棟2階分子生物遺伝学教室(B22-27)

06-6879-3313 katayama@ugscd.osaka-u.ac.jp

28 蛋白質研究所 情報機能医学 分子発生学 教授 古川　貴久 1 10：00−16：30(古川） 10：00−16：30（古川） 蛋白研8階813号教授室 06-6879-8631 takahisa.furukawa@protein.osaka-u.ac.jp

29 蛋白質研究所 情報機能医学 高次脳機能学 教授 疋田　貴俊 1 13:10-16:00 （疋田） 蛋白質研究所本館7階720号室 06-6879-8621 hikida@protein.osaka-u.ac.jp

30 微生物病研究所 生体防御医学 ウイルス感染制御学 教授 塩田　達雄　 2 13:10-16:00(中山）
10:00-11:00, 13:10-16:00（中

山）
10:00-11:00, 13:10-16:00（中

山）
10:00-11:00, 13:10-16:00（中

山）
微生物病研究所融合型生命科学総合研究棟6階ウイ
ルス感染制御分野612

06-6879-8348 emien@biken.osaka-u.ac.jp

31 微生物病研究所 生体防御医学 免疫化学 教授 荒瀬　尚　　　　 2 14:00-16:30(荒瀬） 14:00-16:30 （荒瀬）
微生物病研究所融合型生命科学総合研究棟5階508
室

06-6879-8291 arase@biken.osaka-u.ac.jp

32 微生物病研究所 生体防御医学 分子ウイルス学 教授 渡邉　登喜子 1 14:00-16:00 (渡辺） 14:00-16:00 (渡辺） 14:00-16:00 (渡辺） 微生物病研究所本館7階分子ウイルス分野研究室 06-6879-8302 tokikow@biken.osaka-u.ac.jp

33 微生物病研究所 生体防御医学 組織再構築学 教授 高倉　伸幸　　 1 13:10-16:00(高倉） 13:10-16:00（高倉） 13:10-15:00（高倉） 13:10-15:00（高倉） 微生物病研究所本館4階教授室 06-6879-8316 ntakaku@biken.osaka-u.ac.jp

34 微生物病研究所 生体防御医学 分子細菌学 教授 堀口　安彦　　　　 1 13:30-16:00（堀口）
9:30-11:30, 13:30-16:00（堀

口）
9:30-11:30, 13:30-16:00（堀

口）
9:30-11:30, 13:30-16:00（堀

口）
微生物病研究所本館5階分子細菌学分野研究室 06-6879-8284 horiguti@biken.osaka-u.ac.jp

35 微生物病研究所 生体防御医学 遺伝子機能解析学 教授 伊川　正人 2 13時以降（宮田・嶋田） 13時以降（宮田・嶋田） 微生物病研究所最先端感染症研究棟2階 06-6879-8375 ikawasec@biken.osaka-u.ac.jp

36
免疫学フロンティア研
究センター

生体防御医学 実験免疫学
特任
教授

坂口　志文 2 13:10-16:00（竹島雄介助教）
10:00-12:10, 13:10-16:30（竹

島雄介助教）
10:00-12:10, 13:10-16:30（竹

島雄介助教）
10:00-12:10, 13:10-16:30（竹

島雄介助教）
免疫学フロンティア研究センター融合型生命科学総
合研究棟9階908号室

06-6879-4463 yutake@ifrec.osaka-u.ac.jp

37 微生物病研究所 生体防御医学 免疫寄生虫学 教授 山本　雅裕 1 13:10-16:30
免疫学フロンティア研究センター融合型生命科学総
合研究棟7階712号室

06-6879-8333 myamamoto@biken.osaka-u.ac.jp

38 微生物病研究所 生体防御医学 遺伝子生物学 教授 原　英二 1 13:10～15:30（原） 13:10～15:30（原） 微生物病研究所最先端感染症研究棟7階705号室 06-6879-4260 ehara@biken.osaka-u.ac.jp

39 微生物病研究所 生体防御医学 病原細菌学 教授 飯田　哲也 1 14:00-16:00（飯田） 14:00-16:30（飯田） 微生物病研究所最先端感染症研究棟4階404号室 06-6879-4257 iida@biken.osaka-u.ac.jp

40
免疫学フロンティア研
究センター

生体防御医学 免疫応答動態学 教授 鈴木　一博 1 15:00-16:30（鈴木一博） 15:00-16:30（鈴木一博） 免疫学フロンティア研究センターIFReC棟5階508号室 06-6879-4939 ksuzuki@ifrec.osaka-u.ac.jp

41 微生物病研究所 生体防御医学 分子免疫学 教授 山崎　晶 2 14:00-16:00（山崎） 14:00-16:00（山崎） 14:00-16:00（山崎）
微生物病研究所融合型生命科学総合研究棟5階511
室

06-6879-8306 yamasaki@biken.osaka-u.ac.jp

42 微生物病研究所 生体防御医学 ウイルス免疫学 教授 小林　剛 1 13:10-16:30（小林） 13:10-16:30（小林） 13:10-16:30（小林） 13:10-16:30（小林）
微生物病研究所融合型生命科学総合研究棟6階608
室

06-6879-8335 tkobayashi@biken.osaka-u.ac.jp

43
免疫学フロンティア研
究センター

感染病態 教授 熊ノ郷　淳 2 14:00-14:40（熊ノ郷）

医学系研究科臨床研究棟8階呼吸器免疫内科企画
室
当教室を希望するが指定のインタビュー期間にやむ
を得ずこれない学生については、その旨をメールし別
途時間を設定可能

06-6879-3831
masako@imed3.med.osaka-u.ac.jp
（教授秘書 吉村）

44 高等共創研究院 生体防御医学 ウイルス病理学 教授 岡本　徹 2 13:10-14:00(岡本) 13:10-14:00(岡本) 13:10-14:00(岡本) 13:10-14:00(岡本)
微生物病研究所最先端感染症研究棟6階高等共創
研究院岡本研究室

06-6879-8330 toru@biken.osaka-u.ac.jp

45 微生物病研究所 生体防御医学 分子原虫学 教授 岩永　史朗 2 13:10-16:00(岩永) 8:50-12:10, 13:10-16:30(岩永) 微生物病研究所本館７F 分子原虫学分野 06-6879-8364 iwanaga@biken.osaka-u.ac.jp

46 微生物病研究所 生体防御医学 ウイルス動態学
特任
教授

前田　裕輔 1 13：10-16：00 13：10-16：30 13：10-16：30 微生物病研究所最先端感染症研究棟6階604号室 06-6879-8277 ymaeda@biken.osaka-u.ac.jp

47
感染症総合教育研
究拠点

生体防御医学 ウイルス制御学
特任
教授

松浦　善治 1 13:10-16:30 （田鍬・小野） 13:10-16:30 （田鍬・小野）
微生物病研究所融合型生命科学研究棟10階ウイル
ス制御学グループ

06-6879-8343 chikaono@biken.osaka-u.ac.jp

48
感染症総合教育研
究拠点

生体防御医学 生体応答学 教授 伊勢　渉 1 13:10-16:30（伊勢）
8:50-12:10（伊勢）
13:10-16:30（伊勢）

8:50-12:10（伊勢）
13:10-16:30（伊勢）

免疫学フロンティア研究センターIFReC棟5階504号室 06-6879-4963 wise@ifrec.osaka-u.ac.jp

49 医学系研究科 国際未来医療学 国際未来医療学 教授 中田　研 2 9:00-10:00 14:00-15:00
WEBにて開催。希望者は右記メールアドレスにご連絡
ください。確認後、会議URL,パスワードをお知らせしま
す。

06-6879-4128 sec@gim.med.osaka-u.ac.jp

教室情報 学生受入情報
インタビュー情報

日時（対応教員名：敬称略）
※ 日時が空白はインタビュー不可

訪問場所・学生連絡先

mailto:katayama@ugscd.osaka-u.ac.jp
mailto:masako@imed3.med.osaka-u.ac.jp%EF%BC%88%E6%95%99%E6%8E%88%E7%A7%98%E6%9B%B8%20%E5%90%89%E6%9D%91%EF%BC%89
mailto:masako@imed3.med.osaka-u.ac.jp%EF%BC%88%E6%95%99%E6%8E%88%E7%A7%98%E6%9B%B8%20%E5%90%89%E6%9D%91%EF%BC%89
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