
「IFReC アドバンストポスドク プログラム」 

大阪大学免疫学フロンティア研究センター（IFReC）では「アドバンストポスドクプログラム」による博士研究

員を募集します。本プログラムでは、有望な若手研究者に対して、3 年間の雇用期間と独自研究のための研究費

（年 300 万円）を提供します。IFReC では、共有設備としてシングルセル解析をはじめとする最先端機器の充実

を進めており、採用者はそれらを研究に活用することが可能です。また、IFReC に多数在籍する優れた主任研究

者による指導あるいは共同研究を通じて、研究者としてさらに大きな飛躍が期待されます。意欲的な若手研究者

の積極的な応募をお待ちしています。 

 

募集要項 

1. 職位：特任研究員（常勤） 

2. 所属：大阪大学免疫学フロンティア研究センター 

3. 採用人数：3 名程度 

4. 研究分野：免疫学、細胞生物学、バイオンフォマティクス、バイオイメージング 

5. 資格： 

・博士号取得者（取得後約 8 年未満） 

・国際経験があることが望ましい 

6. 勤務場所：大阪大学 吹田キャンパス（大阪府吹田市） 

7. 年俸：5,605,800~7,537,200 円 (大阪大学の規程に従い、これまでの経歴等によって決定します。) 

8. 研究費助成：3 百万円/年 

9. 採用日：2022 年 4 月 1 日以降（応相談） 

10. 雇用期間：採用日より最長３年間（単年度契約、年度ごとに評価の上、契約更新の有無を決定します。） 

 

応募方法と選考について 

1. 応募期間: 適任者が決定次第終了 

2. 選考方法: 書類選考および書類選考通過者に対して面接選考を行います。 

3. 応募方法および必要書類 

※書類は A4 またはレターサイズを用いて英語で作成してください。 

※応募フォームにおいて、所属を希望する IFReC 主任研究者名を記入してください（最大 3 名まで）。 

 

3-1. メール応募：大阪大学免疫学フロンティア研究センター企画室（Email: recruit@ifrec.osaka-u.ac.jp）宛て

に下記のファイルを送信してください。※件名に「Application for advanced postdoc position」と明記下さい。 

・応募フォーム (右リンク先よりダウンロードしてください)【http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/】 

・履歴書（学歴、職歴) 

・研究業績リスト 

・これまでの研究概要 

・IFReC での研究計画および今後の研究活動に対する抱負 

・推薦者の連絡先が記載された 2 名分の推薦書 

 

3-2. Web 応募【https://forms.gle/oMoDArcWaVX2qa2Z6】 

 応募者情報を上記リンク先（Google Form）の応募フォームに入力し、下記の書類をアップロードして応募し

てください。 

・履歴書（学歴、職歴) 

http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/】
https://forms.gle/oMoDArcWaVX2qa2Z6


・研究業績リスト 

・これまでの研究概要 

・IFReC での研究計画および今後の研究活動に対する抱負 

・推薦者の連絡先が記載された 2 名分の推薦書 

   

お問合せ先 

免疫学フロンティア研究センター企画室 

IFReC website：http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/en/ 

Advanced Postdoc Program website：http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/ 

 

吉田仁美：hi-yoshida@ifrec.osaka-u.ac.jp 

渡部祐司：yujiwtnb@ifrec.osaka-u.ac.jp 

  

http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/
mailto:yujiwtnb@ifrec.osaka-u.ac.jp


Job Description  

The Osaka University Immunology Frontier Research Center (IFReC) is recruiting post-doctoral researchers 

for its Advanced Postdoc Program. This program offers three-year employment and funding (3 million yen per 

year) for original research to promising young researchers. Selected applicants have access to continually 

upgraded state-of-the-art facilities at IFReC for their research, including equipment for single-cell analysis. 

Furthermore, selected applicants can expect their research careers to develop immensely through invaluable 

guidance from their supervisor among IFReC’s many distinguished Principal Investigators as well as through 

collaborative research with them. We look forward to receiving applications from ambitious young researchers. 

 

DETAILS 

1. Position: Specially Appointed Researcher (full-time) 

2. Affiliation: Immunology Frontier Research Center, Osaka University 

3. Number of positions: Postdoctoral Researcher x3 

4. Research field: Immunology, Cell Biology, Bioinformatics and Bioimaging 

5. Qualifications: 

 Doctorate degree  

 Less than 8 years since obtaining doctorate 

 International experience preferred 

6. Work location: Suita Campus, Osaka University in Osaka, Japan 

7. Annual salary: JPY 5.6M - 7.5 M (Taxes are deducted from the monthly salary.) 

8. Grant for original research: JPY 3M per year 

9. Start Date: After April 1, 2022 

*Start date of work is negotiable. 

10. Period of employment: Up to 3 years from the date of hire  

*Single year contract, renewable upon annual evaluation. 

 

APPLICATION AND SELECTION 

1. Application period: Until the posts are filled  

2. Selection process: Document screening and interview for successful applicants of the document screening 

3. How to Apply and Required Documents  

*All documents should be A4 or letter size and written in English. 

*In application form, write names of the Principal Investigators whom you would like to work with at IFReC. 

(Maximum 3 persons)  

 

3-1. E-mail Application: recruit@ifrec.osaka-u.ac.jp, IFReC Research Planning & Management Office 

*Write ‘Application for advanced postdoc position’ in the subject line. 

・Application form (downloadable from this URL: http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/) 

 Curriculum vitae (education and work experience) 

 List of publication 

 Summary of previous research 

 Research plan and statement of ambitions for your future research at IFReC 

 Reference letters from at least two academic referees with contact details 

mailto:recruit@ifrec.osaka-u.ac.jp
http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/


 

3-2. Web Application: https://forms.gle/oMoDArcWaVX2qa2Z6 

  Please enter the applicant information into the application form at the above URL (Google Form) and 

upload the following documents. 

 Curriculum vitae (education and work experience) 

 List of publication 

 Summary of previous research 

 Research plan and statement of ambitions for your future research at IFReC 

 Reference letters from at least two academic referees with contact details 

 

CONTACT 

Inquiries: IFReC Research Planning & Management Office 

Advanced Postdoc Program website: http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/apd/ 

IFReC website: http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/en/ 

 

Hitomi Yoshida: hi-yoshida@ifrec.osaka-u.ac.jp 

Yuji Watanabe: yujiwtnb@ifrec.osaka-u.ac.jp 

https://forms.gle/oMoDArcWaVX2qa2Z6

