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§分子イメージング研究シンポジウム 2006 　
　「創薬・疾患診断の革新を目指して」

最新情報は，
　http://www.nirs.go.jp/news/event/2006/mic/

　program.html

をご覧ください．

主　　催：独立行政法人放射線医学総合研究所
　　　　　独立行政法人理化学研究所
後　　援：文部科学省
開催日時：平成 18 年 3 月 13 日 (月)

　　　　　13 時～17 時
会　　場：経団連会館・経団連ホール
　　　　　東京都千代田区大手町 1–9–4

　　　　　　TEL: 03–5204–1500

プログラム (予定)

開会の言葉　野依良治 (理化学研究所理事長)

ご　挨　拶　藤田明博
(文部科学省研究振興局担当審議官)

1.　講演
特別講演
「分子イメージングへの期待
　―知財獲得，人材育成の面から」
　　黒川　清 (学術会議会長)

招聘講演
「Innovative Molecular Imaging」
　Prof. Robert Innis

　米国 NIH (Molecular Imaging Branch, NIMH)

　　　教授

2.　分子イメージングプログラムの概要について
　「創薬候補物質探索拠点について」
　渡辺恭良 (理化学研究所
フロンティア研究システムチームリーダー)

「PET 疾患診断研究拠点について」
　米倉義晴 (放射線医学総合研究所

 分子イメージング研究センター長)

3.　パネルディスカッション
「分子イメージング研究の将来展望
　―創薬・疾患診断の革新を目指して」
座長：杉山雄一

(東京大学大学院薬学系研究科教授)

パネリスト：
　井戸達雄 (福井大学医学部)

　鈴木正昭 (理化学研究所フロンティア研究
システム)

　藤林康久 (福井大学高エネルギー医学研究
センター)

　須原哲也 (放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター)

　塚田秀夫 (浜松ホトニクス㈱)

　西村伸太郎 (アステラス製薬㈱)

閉会の挨拶　佐々木康人
(放射線医学総合研究所理事長)

* * *

お　知　ら　せ

* * *
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§特別研究員―RPD
―出産・育児による研究中断者への復帰支援
　フェローシップ
平成 18・・・・・19 年度採用分募集について

独立行政法人　日本学術振興会

○申請受付期間
　平成 18 年 6 月 5 日 (月)～9 日 (金)　必着
○申請資格
大学院博士課程修了者等で平成 18 年 4 月 1 日

から遡って過去 5 年以内に，出産または子の養育
のため，概ね 3 ヶ月以上やむを得ず研究活動を中
断した者．
※上記要件を満たしていれば，年齢・性別は問い
ません．

○採用期間
　［平成 18 年度採用分］
　平成 19 年 1月 1日～20 年12月31日 (2 年間)

　［平成 19 年度採用分］
申請者が以下のいずれかを選択することができ

ます．

　① 平成 19 年  4月1日～21 年  3月31日 (2 年間)

　② 平成 19 年  7月1日～21 年  6月30日 (2 年間)

　③ 平成 19 年10月1日～21 年  9月30日 (2 年間)

　④ 平成 20 年  1月1日～21 年12月31日 (2 年間)

○募集要項および申請書様式
本会のホームページよりダウンロードできま

す． (詳細は募集要項をご確認ください)

　http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html

○申請書提出方法
申請者は研究に従事する予定の機関を通じて本

会へ提出して下さい．個人から本会への直接の申
請は受け付けませんのでご注意ください．

連絡先

　独立行政法人日本学術振興会　研究者養成課
　平成 18・19 年度採用分
　特別研究員―RPD 募集担当
　　〒102–8472　東京都千代田区一番町 8 番地
　　電話　(03) 3263–1736， 5070



65

独立行政法人　放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター研究員・業務
補助員・技術員 (任期制) の公募について

この度当研究所において，下記のとおり募集す
ることになりましたのでお知らせします．

  研究員

1. 所属・職名
分子イメージング研究センター分子神経イ
メージング研究グループ脳病態研究チーム
研究員
若干名 (年度契約の任期制職員で評価により
最長 2011 年 3 月まで更新可能)

2. 業務内容
PET を用いた精神神経疾患の神経伝達機能
に関する研究

3. 報酬
当研究所が独自に定める給与による．

4. 勤務態様
月曜日～金曜日 (8 時 30 分～17 時 15 分)

5. 応募資格
(1) 医師免許を有すること
(2) 臨床研究の実績を有すること

6. 提出書類
(1) 履歴書　　　　　 1 通
(2) 推薦書　　　　　　 1 通
(3) 業績リスト (原著，総説，学会発表別．

最新のものから順に記入)　 1 通
(4) 主要業績概要 (A4 版 2 千字以内) 1 通
(5) 今後の研究の抱負 (A4 版 2 千字以内)　
　　　　　　　　　　　　 1 通

(6) 主要論文別刷 5 編以内 (コピー可)

※提出書類は返却致しません．
7. 応募締切：平成 18 年 3 月 15 日 (水)

8. 採用予定日
平成 18 年 5 月 1 日以降のなるべく早い時期

9. 問い合わせ先
分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ

　　　須原　哲也
TEL: 043–206–3194， FAX: 043–253–0396

e-mail: suhara@nirs.go.jp

10. 書類提出先
〒263–8555　千葉市稲毛区穴川 4–9–1

独立行政法人 放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
運営企画グループ

郡司 (ぐんじ)， 大河内 (おおこうち)

　TEL: 043–206–4706， FAX: 043–206–4079

　e-mail: mic@nirs.go.jp

※郵送は書留とし，封書に 「分子イメージング研
究センター分子神経イメージング研究グループ
研究員応募書類在中」 と朱書き願います．

  研究員

1. 所属・職名
分子イメージング研究センター分子神経イ
メージング研究グループシステム分子研究
チーム　研究員
若干名 (年度契約の任期制職員で評価により
最長 2011 年 3 月まで更新可能)

2. 業務内容
(1) 動物 (霊長類，げっ歯類) を用いた PET

と侵襲的手法を組み合わせた多角的研究
(2) 生体スライスを用いた ex vivo 研究
(3) 動物 (霊長類，げっ歯類) を用いた化学的

研究
(4) 上記研究を遂行するために必要な業務

3. 報酬　
当研究所が独自に定める給与による．

4. 勤務態様
月曜日～金曜日 (8 時 30 分～17 時 15 分)

5. 応募資格
(1) 博士の学位を有すること
(2) 神経生理的研究に精通していること
(3) 神経薬理的研究に精通していること
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(4) RI を利用した神経化学研究 (PET， オー
トラジオグラフィ等) の経験を有するこ
とが望ましい

※(2)～(4) に関しては全てを満足する必要
　はない．

6. 提出書類
(1) 履歴書　 1 通
(2) 推薦書　 1 通
(3) 業績リスト (原著，総説，学会発表別．

最新のものから順に記入)　 1 通
(4) 主要業績概要 (A4 版 2 千字以内)　 1 通
(5) 今後の研究の抱負 (A4 版 2 千字以内)　
　　　　　　　　　　　　 1 通

(6) 主要論文別刷 5 編以内 (コピー可)

※提出書類は返却致しません．
7. 応募締切：平成 18 年 4 月 30 日 (日)

8. 採用予定日
平成 18 年 6 月 1 日以降のなるべく早い時期

9. 問い合わせ先
分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ
　　　須原　哲也
　TEL: 043–206–3194， FAX: 043–253–0396

　e-mail: suhara@nirs.go.jp

10. 書類提出先　
〒263–8555　千葉市稲毛区穴川 4–9–1

独立行政法人 放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
運営企画グループ

郡司  (ぐんじ)， 大河内 (おおこうち)

　TEL: 043–206–4706， FAX: 043–206–4079

　 　e-mail: mic@nirs.go.jp

※郵送は書留とし，封書に 「分子イメージング研
究センターイメージング分子神経イメージング
研究グループ研究員応募書類在中」 と朱書き願
います．

  技術員

1. 所属・職名
分子イメージング研究センター分子神経イ
メージング研究グループ分子生態研究チー
ム　技術員
若干名 (年度契約の任期制職員で評価により
最長 2011 年 3 月まで更新可能)

2. 業務内容
(1) 分子イメージング研究に用いる精神神経

疾患モデル動物 (主にげっ歯類) 開発
(2) モデル動物を用いた生体イメージングお

よびオートラジオグラフィー
(3) モデル動物の分子生物学的・生化学的・

組織病理学的解析
3. 報酬　
当研究所が独自に定める給与による．

4. 勤務態様
月曜日～金曜日 (8 時 30 分～17 時 15 分)

5. 応募資格
(1) 修士号を取得しているか，又は同程度の

知識と経験を有すること
(2) げっ歯類の取り扱いに習熟していること

6. 提出書類
(1) 履歴書　　　　 1 通
(2) 業績リスト (原著，総説，学会発表別．

最新のものから順に記入)　 1 通
(3) 今後の抱負 (A4 版 2 千字以内)　 1 通

※提出書類は返却致しません．
7. 応募締切：平成 18 年 4 月 30 日 (日)

8. 採用予定日
平成 18 年 6 月 1 日以降のなるべく早い時期

9. 問い合わせ先
分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ
　　　須原　哲也
　TEL: 043–206–3194， FAX: 043–253–0396

　e-mail: suhara@nirs.go.jp

10. 書類提出先
〒263–8555　千葉市稲毛区穴川 4–9–1
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独立行政法人 放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
運営企画グループ

郡司 (ぐんじ)， 大河内 (おおこうち)

　TEL: 043–206–4706， FAX: 043–206–4079

　e-mail: mic@nirs.go.jp

※郵送は書留とし，封書に 「分子イメージング研
究センターイメージング分子神経イメージング
研究グループ技術員応募書類在中」 と朱書き願
います．

  業務補助員

1. 所属・職名
分子イメージング研究センター分子神経イ
メージング研究グループ分子生態研究チー
ム　業務補助員
若干名 (年度契約の任期制職員で評価により
最長 2011 年 3 月まで更新可能)

2. 業務内容
上記チームの動物の世話及び研究・実験の
補助

3. 報酬
当研究所が独自に定める給与による．

4. 勤務様態
週 30 時間以内 (月曜～金曜．勤務曜日・時
間については要相談)

5. 応募資格
専門学校卒業以上

6. 提出書類
履歴書　1 通
※提出書類は返却致しません．

7. 応募締切：平成 18 年 3 月 31 日 (金)

8. 採用予定日
平成 18 年 5 月 1 日以降のなるべく早い時期

9. 問い合わせ先
分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ
分子生態研究チーム
　　　樋口　真人
　TEL: 043–206–4700， FAX: 043–253–0396

　 　e-mail: mhiguchi@nirs.go.jp

10. 書類提出先
〒263–8555　千葉市稲毛区穴川 4–9–1

独立行政法人 放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ
　　　仁礼 (にれい)

　TEL: 043–206–3251, FAX: 043–253–0396

　e-mail: mic@nirs.go.jp

※郵送は書留とし，封書に 「分子イメージング研
究センター分子生態研究チーム業務補助員応募
書類在中」 と朱書き願います．
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§医薬品・医療機器等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 18 年 1 月 No. 221

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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（No. 222 はダイジェスト版なしのため，掲載しません）


