メディカル・トップトラック制度の確立

b．人材システム

全ての新任教員の採mには完全公募制を導入しており，

実施予定期間：平成1とi年度へ平成22年庇
総括壱作者：野田 政樹（東京医科歯科人学難治疾患

所長（53歳）のリーダーシップの卜，2／3の教授が40
歳台という若いスタッフにより運営されている。

研究所長）

、1モ成12年度から再什吋能な什斯制の導人を緯√してい

る（全教授・全新任教邑は任期制）。再任評価は内部・外

Ⅰ．概要

部審査委員による透明かつ厳正な評価形式により施行して

欧米における若手研究者は，PrincipalInvestigator

おり，若手の発展的な育成がなされているとともに任期

（PI）として早期から全ての面で独立した研究者を目指す。

制の導入により人材の流動化が実現している（20名，約

しかしながら，我が国では真の独立性を確立するためには，

1／3の教員が3年間に入れ替わっている）。

准教授や助教の名称のみならず，革新的なシステム確立が

平成15年度より毎年，8名の外部有識者による「研究

必要である。

所運営諮問委員会」を設置しており，研究所運営，人材シ

そこで「メディカル・トップトラック制度」を設置する。

ステム，業績評価に関する透明かつ厳正な諮問を受け，こ

難治疾患研究所では既に，独立教員制と難治疾患研究ネッ

れを研究所運営に反映させている。

トワークを統合した重点支援プラットフォームの基盤が形

c．若手研究者支援の施策

成されている。そこで，優秀な若手医科学研究者の独立性

平成15年度に大学付置研究所としては我が国で初めて，

を飛躍的に高めるために，ヤングメンター制，グラントラ

非常にユニークな「生命情報科学研究部・疾患生命科学教

イティングコース，国際アドバイザリーシステムを確立し，

育部の2つの連携大学院」が設置されている。これに伴っ

統合的未来型PI育成システムを導入・定着させる。．

て，「大学院教育研究支援実験施設」が設置され，段階的
に拡張・充実を図り，現時点では7分室（ゲノム解析室，

1．機関の現状

細胞プロテオーム解析室，遺伝子姐換えマウス実験室，動

a．研究面

物実験室．形態機能解析重，バイオリソース支援重，Ⅹ商

難治疾患桝究所は，痛，牛活習慣病，神経疾患，免疫疾

構造解析室）に拡張されており，内外より受託（シークエ

患，肯疾患，肺環器疾患等の難折疾患に関する研究と基礎

ンス角牢析，マウス解析，遺伝子糾換えマウス作製等）を受

生命科学研究を専攻する精鋭が先端分子医学研究部門，難

けて先進的研究のコア・ファシリティーとして機能してい

治病態研究部門，ゲノム止、用医学研究部門の3つの人部門

る。
平成17年度には，2段階審査（書類審査とヒアリング）

￠）21分野に所属する，欧米にも類のない極めてユニーク

による厳正な審査に基づいた「独立教員制（フロンティア

な「難治疾患の克服を目指した研究所」である。．

研究室・プロジェクト研究室）」を導入し，独立教員制の

研究成果は多くの一流英文雑誌に掲載されており，国内
外において高い評価を得ている（Nature姉妹誌，Science

モチベーション向上につながっている。これに伴って，若

誌，Cell誌等が多数，平成16年1月〜平成17年8月ま

手支援のための「3つの共同実験室（共同生化学実験室，

でIFlO以上の雑誌23編）。

共同生理実験室，共同培養室）」を設置，段階的に充実を
図っており，「MTT支援プラットフォーム」の基盤が構築

現在，当研究所を中心とした21世紀COEプログラム，
3つの科学振興調整費，2つのCRESTを始めとする複数

されている。

の競争的大型研究予算を獲得している（平成16年1月〜
平成17年8月までの期間：総額1億円以上7件，5千万

2．人材システム改革の内容

以上6件）。

a．メディカル・トップトラック（MTT）テニュア選抜システム

21件の国内研究施設，8件の海外研究施設と研究協力

公募の方法としては，凶内外に広く公募し（Nature誌

連携を正式に締結することにより研究者の交流を梼極的に

等の一流英文誌において公募する），研究所内部の「MTT

推進している。また毎年1回の国際シンポジウム（駿河台
シンポジウム）を開催するなど幅広い研究ネットワークを

推進委員会（委員長 野m政樹）と外部8名の有識者，お
よび数名の海外・流研究者からなるl国際アドバイザリー

構築しており，「難治疾患リサーチリソースセンター」の

バネル」を設け，書類審査とプレゼンテーション（姫語）

十台が構築されつつある。

による厳ILな2段階審査を施行し，年齢，研究において多
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様かつ優秀な若手研究者を採用する。初年度に15名程度

得の実績のある教員より予算獲得のノウハウを習得させる

を採用し，中間時（3年日）までは2〜3名ずつ追加公募

〔グラントライティングコ←ス）。

する。将来．テニュア・ポストに採用することを念頭にお

終了時（5年日）には．書類審査とともに複数の海外の

いて，原則として，文部科学省科学桝究費若干研究（B）あ

一流桝究着からも個別指導体制によるアドバイスと計価を

るいはそれ以仁の競争的研究員の獲得実績やIFlO以仁の

受ける国際的にも通用するMTT育成システムを構築し，

筆頭著者論ノ文が1件以上ある等の優秀な人材を メディカ

年次の諮問委員会の評価と合わせて，5叶間の研究の進歩

ル・トップトラック（MTT）フェロー として採川するこ．

状況，競争的研究員の獲得状況，論文発表の状況を踏まえ

このシステムでは，以卜のbとcの2つのコースを設置す

てテニュア・ポストへの移行の叶歪を決應する。

る。

（】．埠入しようとするテニュア・トラック制の朗存の約掛とロ〕

b．ジュニアMTTコース（初期3年間）

関係

スタートアップファンド，ボスドクやテクニシャンの採

当研究所では既に，既存の21分野とは別に3つの人部

用人数．研究スペースなどは，研究中詣プロジェクトに応

門の下に独立教員制を導入しているが，本MTT制度はこ

じて健全な競争傾埋のもと面接評価結果に応じて（インセ

れらとは独1■（して，当桝究所の「MTT推進委員会（委員

ンティブ制）翌年の予算を重点的に配分する。研究スペー

長 野田政樹）」により運営する。木MTT制度において

スは，現在建築中のⅡ斯様などを含めて当研究所内に確保

優秀なジュニアMTTフェローを採用し，MTT制度を確

する。

立することにより，現行の独立教員制の発展を図る。現行

本研究所では，若手研究者に関しては対価効率の概念か

の教員の年齢構成から，実施期間終了時斯には若干名の定

ら共同利用を推進しており，大学院教育研究支援実験施設

数確保が見込まれるが，自主的な取組として人材の流動化

（6分室）と共同実験室（3分室）を設置している。．若手

を積極的に促進し，より多くのテニュア・ポストおよびテ

研究者（ジュニアMTTフェロー）は同施設の利用を原則

ニュア・トラック・ポストの確保を目指す。

とし，これらの設備を今までの実績に応じた自己資金に加

e．機関全体としての将来構想

えて本申請資金を一部加えることにより大幅に充実を図る

本メディカル・トップトラック（MTT）制度の実施期間
終了後には，現行の独立教員制の一部をテニュア制及びテ

ことが期待できる。

ニュア・トラック制として活用する。上記の厳正な審査に

既存の21分野に加えて，本研究所が文書によi）正式に
研究協力の締結を結ぶ幅広い難治疾患研究所ネットワー

よりテニュア制への移行を認められたジュニアⅣITTフェ

ク（難治疾患リサーチリソースセンター）は国内外で動∃を

ローの研究の継続を支援し，あるいは他施設においてテ

みない規模であるn これら共同研究施設と難治疾患研究リ

ニュア・ポストヘの昇任の可能性を支援する。将来的に新

サーチリソースセンターを合わせて■ MTT支援プラット

しく設置されるテニュア制及びテニュア・トラック制に

フォーム

は，厳正な審査による既存の21分野の準教授（現行の軌

として満用することにより，ジュニアMT一丁フェ

ローは研究室のセットアップを比較的少なくしても研究

教授）や助教（現行の助手）も参画できるようにして人材

を推進できる。研究プロジェクトは各ジュニアMTTフェ

の流動化を促進し，近い将来には完全なテニュア制及びテ

ローの自由裁量とし，当研究所における外部諮問委員によ

ニュア・トラック制の定着を目指したい。テニュア制，テ

る毎年の諮問委員会ならびに国際パネルの評価委員を活用

ニュア・トラック制では，現行ジュニアMTT制，シニア

することにより，年次の研究の進歩状況を審査する。中間

MTT制は継続し，飛び級すなわちシニアMTT制からの参

時（3年目）には，書類審査とともにジュニアMTTフェ

加やジュニアMTT利から一気にテニュアポジション獲得

ロー全員による発表会を開催することにより評価する。

などの流動性・多様性を持たせる。

c．シニアMTTコース（後期2年間）：

中間時（3年目）には，書類審査とともにジュニア

3．3年目における具体的な目標

MTTフェロー全員による発表会を開催することにより評

「初年度15名程度のジュニアMTTを選抜」し，2年目

価し，前期コースで優秀な成果を挙げたもの（例，文部

と3年目も追加公募することにより，流動的かつ競争的

科学省若手研究（A），さきがけ研究員採用者，If20以上

人的構成とする。同時に，「若手研究支援プラットフォー

の論文発表など）は，シニアMTTコースに参加すること

ム・難治疾患リサーチリソースセンター」を充実・拡張

ができる。シニアMTTコースでは，大学院生の指導や予

し，ジュニアMTTフェローはこれらをフルに活用し，

算獲得の全てにおいて独立した真の意味でのPIを育成す

定の研究成．果（論文，特許，競争的研究費獲得〕の達成を

るために，シニアMTTフェローは指導教員を交えたチー

図る．。このMTTにより終了時（5年目）のテニュア制及

ム制で教育に参加させる（ヤングメンターシステム）。ま

びテニュア・トラック制の導入のために，現行の独立教員

た，当研究所の教授会等にオブザーバ←春山ロの機会を与え

制のフレキシブルな迦営に向けて活性化を推進し，人材の

る（アドミニストレーション参加）とともに，人型予算獲

流動化を促進する。
−7】−

指す。

4．実施期間終了後における具体的な目標

実施期間終了時には，全体の1／2程度は年間1千万円
以上の競争的資金を孝虫自に獲得し．研究．教育．資金獲得

6．期待される波及効果

全ての面で独立した国際的に通用する若干PIとして，内

多くの桝究施音別こおいて人事の停滞・高齢化が我が国の
右手研究者育成ひいては科学研究の発展の大きなハードル

外のPIポジションにつけるようにする。

となっている。当研究所では同様の問題点に対してl独立
教員制を導入することにより先駆的な施策を推進」してお

5．実施期間終了後の取組

り，人材の流動化に部分的に成功している。本ⅣITT制度

実施期間終」′後には，l現行の独＼■f教員制の ▲部をテニュ

ア制及びテニュア・トラック制として活用」する。速やか

の導入により比存の制度の不完全な部分，即ち，優秀な若

に移行するためにも規子」二の独1∫（教員制を引き続き活性化す

手研究者のイく足を補完することにより，「完全なテニュア

る。厳正な審査によりテニュア制への移行を認められたシ

制放びテニュア・トラック制の定着」を目指す。5年後の

ニアMTTフェローの研究の継続を支援し，あるいは他施

本巾詣の試みは，既存のシステムをどのように清田し，lR

設においてテニュア・ポストへの昇任の吋能件を支援する。

来型システムから若手桝究者による健全な競争的研究シス

新しく設置されるテニュア制及びテニュア・トラック制に

テムへと移行できるのかというモデルケースとなることが

は，既存の21分野の助教授や助手も参画できるようにし

期待される。「当研究所の人材システム改革をホームペー

て人材の流動化を促進し，5年後には当研究所全体におい

ジで積極的に公開」する。

て完全なテニュア制及びテニュア・トラック制の導入を目
7．実施体制

メディカル・トップトラック（MTT）制度の確立
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氏 名
￠野田 政樹

稲澤 讃治

小川
北嶋
木村
田中
田中
鍔田
仁科
萩原

佳宏
繁華
彰方
光一
博
武志
博史
正敏

｛Jll稗史

山梨
島田
川柳
菅野

裕司
克二
成巳
三男

当該構想における役割

所 属 部 局・職 名
難治疾患研究所・所長
難治疾患研究所・教授
難治疾患研究所・教授
難治疾患研究所・教授
難治疾患研究所・教授
疾患生命科学研究部・数段

MTT推進委員会
MTT推進委員会
山一rT推進委員会

疾患生命科学研究部・教授（牛命情報科学教育部長）

疾患生命科学研究部・部長
難治疾患桝楽所・教授

疾患生命科学研究部・教授（生命情報科学教育部k）

難治疾患研究所・教授
難治疾患研究所・教授

総務部研究協ノ」謀・研究協ノ」第二掛長
難治疾患研究所・事務長
難治疾患研究所・庶務掛長

MTT推進委員会
MTT推進要員会
MTT推進委員会
MTT推進委員会
MTT推進要員会
MTT推進委畠会
MTT推進委畠会
MTT推進委員会
MTT抑進委員会
MTT事務
MTT事務
MTT専務

（注：◎は総括責任者）

臥各年度の計画と実績

フェローを採用することで，流動的かつ競争的人的構成と

a．平成18年度

する。平成18，19年度採用のMTTフェローに対する年

（1）計画

次業績評価を行う。また，平成20年までに全hlTTフェ

運営のためにMTT推進委員会を設置する。．外部委員に

ローの中間業績評価を実施する。大学院教育研究支援施設

よる諮問委員会を設置する。国際公募により若手研究者

および，難治疾患リサーチソースセンターを充実，拡張

メディカル・トップトラック（MTT）フェローを採用し，

し，MTTフェローはこれらをフル活用し，一定の研究成

MTTプログラムをスタートすることを目標とする。広く

果（論文，特許，競争的研究費獲得）の達成を目指す。終

国際公募を行い，複数の機関内委員・国内外の外部委員に

了時（5年目）のテニュア制及びテニュア・トラック制の

より厳正な書類審査・面接（英語）の2段階審査を行い，

導入のために，現行の独立教員制のフレキシブルな運営に

多様かつ優秀な若手研究者（ジュニアMTTフェロー）を

向けて活性化を推進し，人材の流動化を促進する。

約15名程度採用する。採用したMTTフェローが自l■／二的

d．平成21年度

研究をスタートするため，研究スペース・備品を整備する。

（1）計両

MTTフェローの研究を支援するためのサポート体制とし

前年度までに一定の成果を挙げた数名程度のジュニア

てMTTプログラムの事務業務体制を整備する。

MTTフェローを，シニアMTTフェローへ進ませ，ヤング

b．平成1！）年度

メンターシステム，アドミニストレーション参ノ仙 グラン

（1）計画

トライティングコースにおいてトレーニングし，研究，教
育，資金獲得全ての面で独立した国際的に通用するl真の

追加公募，選定により若手研究者メディカル・トップト
ラック（MTT）フェローを採用することで，流動的かつ

意味の若手PI」を育成する。

競争的人的構成とする。平成18年度採用のMTTフェロー

e．平成22年度

に対する業績評価を行う。大学院教育研究支援施設および，

（1）計画

シニアMTTフェローを，ヤングメンターシステム，ア

難治疾患リサーチソースセンターを充実，拡張し，h・ITT
フェローはこれらをフル活用し，一定の研究成果（論文，

ドミニストレーション参加，グラントライティングコース

特許，競争的研究費獲得）の達成を目指す。

においてトレーニングをし，研究，教育，資金獲得全ての

c．平成20年度

面で独立した国際的に通用する「真の意味の若手PI」を

（1）計画

育成する。シニアMTTフェローの半数程度の人材は年間
1千万円以上の競争的資金を独自に獲得できることを目指

初年度，2年目の選定状況によっては，追加公募，選
定により若手研究者メディカル・トップトラック 仙・tTT）

し，内外においてテニュア・ポストにつけるようにする。．
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9．年次計画

取 組 内 容

1年度目

2年度目

3年度目

5年度目 6年度目以降

4年度目

a．調整費の取組
（1）右手研究者育成
（2）研究環境整備

公募・選定
選定

選定

国際アドバ
価

イザ1」−パ

布

ネル
ジュニアMTT

シニアMTTコ←ス

重

皿′r√11独立支援プログ

難治

アドミニストレーシヨ
グラントランティング

（ヤングメンター

b．白主的取組
（1）人事制度の検討
（2）研究環境整備

制度の
新制度へ発

新制 度の試行
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