
平成 22年 6月 24日 

分野教授（代表）殿 

                組織的な大学院教育改革推進プログラム 

               「臨床・基礎・社会医学一体型先端教育の実践」代表者 

 

 

組織的な大学院教育改革推進プログラム「臨床・基礎・社会医学一体型先端教育の実践」 

平成 22年度リサーチアシスタント（後期）募集について 

 

 下記の要領で標記事業を公募いたしますので対象者は奮ってご応募下さい。 

 

1. 【概要と目的】 代謝・循環情報医学と発生・再生医学に関係する研究プロジェクトに対して、

「代謝・循環情報医学エキスパート育成コース」と「発生・再生医学研究者育成コース」の履修

生および関連する領域の大学院生をリサーチアシスタントとして相互に採用し、臨床・基礎・

社会医学領域を越えた異なる指導分野における高度な研究現場の補助業務を通して幅広

い視野と専門応用能力の涵養を図ります。 

2. 【応募資格】 平成 22年 10月 1日において大学院医学教育部博士課程に１年生（ただし

入学後 6 ヶ月を経過していること）もしくは 2 年生として在籍する予定の者で、本教育プログ

ラムが提示する研究プロジェクトに参画する意欲と能力を有する者。ただし、後述の採用予

定期間において、他の経費によるリサーチアシスタントである者、社会人学生である

者、日本学術振興会特別研究員（ＤＣ）である者は、本事業のリサーチアシスタント

になることはできません（ただし、大学院博士課程奨学制度（ＫＷＳ）によるリサー

チアシスタントである者は応募することができます）。また、本事業で過去に 2回採用

された者は、応募できません。 

3. 【応募方法】 応募者は、本教育プログラムが提示する研究プロジェクト（別紙参照）のうち一つ

を選択し、当該プロジェクトへの参画を希望する理由と現在の研究内容を記した申請書（別

紙様式 R-1 ）を提出して下さい。ただし、応募者が所属する指導分野の研究プロジェクトは選

択できません。 

4. 【応募期間】 申請書は、平成 22年 7月 14日（水）17時まで（必着）に、医学系教務企画係ま

で提出して下さい。 

5. 【採用予定人数】 25名程度 

6. 【選考方法】 提出された申請書を基に本教育プログラム運営委員会において審査を行いま

す。審査結果に基づいて内定者を決定しますが、原則として「代謝・循環情報医学エキスパ

ート育成コース」及び「発生・再生医学研究者育成コース」の履修生を優先します。選考結果

は、平成 22年 7月 30日（金）までに応募者の所属分野および研究プロジェクト担当分野あて



に通知する予定です。 

7. 【採用予定期間】 平成 22年 10月 1日から平成 23年 2月 28日まで 

8. 【職務内容】 リサーチアシスタントは、採用された研究プロジェクトに研究補助者として参画し

ます。従事内容は、論文抄読会への参加、研究打ち合わせ会への参加、実験補助業務など、

研究プロジェクトごとに定めます。リサーチアシスタントは、採用期間終了時に成果報告書を

本教育プログラムに提出します。また、本教育プログラムが開催する合同プログレスレポート

への参加を依頼することがあります。 

9. 【給与】 採用期間における給与総額はおよそ 35 万円です。ティーチングアシスタン

トなど他の勤務がある場合は、熊本大学が定める勤務時間数の上限を超えないよう、勤務

時間数に応じて上記の給与が減額されることがあります。 

10. 【その他】 その他の必要な事項は、熊本大学リサーチ・アシスタント（RA)実施要領、補助

金取扱要領、学内規則等の定めるところによります。上記の内容は諸規則により変更され

る場合があります。 

11. 【問い合わせ先】 組織的な大学院教育改革推進プログラム事務担当（発生医学研究

所・組織幹細胞分野内 内線：６８０８） 

 



（様式 R-1） 

組織的な大学院教育改革推進プログラム「臨床・基礎・社会医学一体型先端教育の実践」 

平成 22年度リサーチアシスタント（後期）応募申請書 

申請日  平成   年   月   日 
 

 

申請者氏名（ふりがな）、 

印または署名 

 

 

印または署名してください 

申請者所属分野 
 

 

 学年 

（入学年月） 

 

e-mailアドレスと 

昼間連絡のつく電話番号 

 

研究指導責任者の所属、 

氏名、印または署名 

 

 

印または署名してください 

参画を希望する 

研究プロジェクト名 

（別紙より選択） 

 

 

 

プロジェクト担当分野 
 

 

上記研究プロジェクトに 

参画を希望する理由 

 

右に該当する場合は 

チェックを入れて下さい 

□ 代謝・循環情報医学エキスパート育成コースの履修生 

□ 発生・再生医学研究者育成コースの履修生 

※本申請書は 2ページあります。両面印刷したものを提出して下さい。 



（様式 R-1） 

申請者氏名 
 

 

申請者が現在行ってい

る研究の内容について 

 

（必ずしも参画希望す

る研究プロジェクトに

関連する必要はありま

せん） 

 

 

発表論文、学会発表等、

研究業績の参考となる

事項があれば記入して

下さい 

 

 

※本申請書は両面印刷したものを提出して下さい。 



Department Project 

Metabolic Medicine 

代謝内科学 

Studies on molecular mechanism of insulin resistance and its impact on diabetic 

vascular complications 

インスリン抵抗性の分子機序の解明と血管合併症との相関の解析 

Cell Differentiation 

組織幹細胞学 

Studies on molecular mechanisms underlying development of hematopoietic and 

vascular systems 

造血・血管系の個体発生の分子機構に関する研究 

Molecular Genetics 

分子遺伝学 

Clarification of Molecular Mechanisms underlying Metabolic Syndrome, 

Cardiovascular disease, and Cancer 

メタボリックシンドローム・動脈硬化・がんの分子基盤解明と新規治療法開

発プロジェクト 

Microbiology 

微生物学 

Signal function of reactive oxygen species and oxidative stress regulation 

酸化ストレスにおける活性酸素のシグナル伝達制御（略名：酸化ストレス制

御） 

Bioethics 

生命倫理学 

Study regarding Impacts of Religions on Bioethical Perspectives 

生命倫理観に対する信仰の影響に関する研究 

Diagnostic Medicine 

病態情報解析学 

Analyses of the amyloid formation mechanism 

アミロイドーシスのアミロイド沈着機構の解析 

Pediatric Surgery 

小児外科学 

Dynamic study of the regulatory T cell to find a predictive indicator for 

immunological tolerance after living donor liver transplantation 

生体肝移植後の免疫抑制離脱指標確立を目指した制御性 T 細胞動態の研究 

Pediatrics 

小児科学 

Stem cells and their clinical application for regenerative medicine in Pediatric 

patients 

小児科領域における幹細胞とその再生医療の臨床応用の研究 

Cardiovascular 

Medicine 

循環器病態学 

Basic and clinical research for diagnosis and treatment of patients with 

cardiovascular disease 

循環器疾患の診断と治療における基礎および臨床研究 

Public Health 

公衆衛生･医療科学 

Molecular epidemiology research which aimed at search of the lifestyle-related 

disease susceptibility biomarker 

生活習慣病感受性バイオマーカーの探索を目指した分子疫学研究 

Cardiovascular 

Surgery 

心臓血管外科学 

Angiogenic therapy using growth factor secreting cells and tissue 

細胞増殖因子を放出する細胞•組織による血管新生療法の研究 

Stem Cell Biology 

多能性幹細胞学 

Differentiation of stem cells into cells of the digestive organs 

幹細胞からの消化器官細胞の分化制御 

Immunology 

免疫学 

Study on molecular mechanisms of antibody production in B cell 

 B 細胞抗体産生の分子機構の解明 

Cell Pathology 

細胞病理学 

Role of macrophage in metabolic disorder 

代謝病態形成におけるマクロファージの役割解明 



 

Department Project 

Developmental 

Neurobiology 

神経分化学 

Regulation of neural development by the secreted signaling proteins 

分泌型シグナルタンパクによる神経発生制御 

Ophthalmology and 

Visual Science 

視機能病態学 

Investigations on novel glaucoma surgery combined with medical modulation of 

filtration bleb formation 

濾過胞治癒の薬物制御を応用した新しい緑内障手術療法に関する研究 

Medical Cell Biology 

細胞医学 

Analysis of epigenetic mechanisms involved in human diseases 

疾患・病態に関わるエピジェネティクス機構の解析と応用 

Kidney Development 

腎臓発生学 

Molecular mechanisms in embryonic kidney progenitors 

腎臓前駆細胞を制御する分子機構の解明 

Immunogenetics 

免疫識別学 

Development of novel immunotherapies by utilizing technologies of developmental 

biology 

発生生物学的手法を用いた新しい免疫療法の開発 

Cell and Biological 

Pharmacology 

生体機能薬理学 

Cardiovascular diseases and renin-angiotensin system 

循環器疾患と RA 系  

Medical Biochemistry 

病態生化学 

Molecular mechanism of insulin secretion and glucose metabolism 

インスリン分泌・糖代謝制御分子機構の解明 

 


