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「TT若手」とは本プログラムによるテニュアトラック制に基づいて採用した（自主的取組を含む）若手研究者を指す。

Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■プログラム名：若手研究者の自立的研究環境整備促進（事後評価）
■課題名：メディカル･トップトラック制度の確立
■機関名：国立大学法人 東京医科歯科大学 難治疾患研究所
■総括責任者名（役職）：北嶋繁孝（所長）
■実施期間：5 年間
■実施経費：5 ヵ年度の総額：1,286.7 百万円（間接経費を含む）

1．人材養成システム改革の概要
機関の現状
（１)研究面：難治疾患研究所は、高齢化の急速に進行するわが国における、難治疾患研究と基礎
生命科学研究の先端的研究を遂行する２１分野からなる欧米にも類のない「難治疾患の克服を目指
した研究所」である。研究成果は英文一流誌に多数発表され（Nature 姉妹誌、Science誌、Cell誌
等）
、多くの大型競争的研究資金を獲得している。(２)人材システム：平成１４年度より「新任教官
の採用は完全公募制」とし、平成１２年度に「全教授、全新任教官に対して再任可能な任期制」を
導入した。内部・外部審査委員による透明性の高い再任評価により優秀な若手の育成、人材の流動
化（３年間で1/3の教員が入れ替る）が達成され、さらに若手研究者が（2/3の教授が４０歳台）結
「大学
集している。(３)若手研究育成の自主的取り組み：平成１５年度に「連携大学院」を開設し、
院教育研究支援実験施設」を設置した。平成１７年度に「独立教員制度」を自主的に導入し、
「独立
教員支援のための共同実験室」を設置しており、若手PI制度確立により今回の「メデイカル･トップ
トラック（MTT）制度」の確立のプラットフォームの基盤ができている。(４)外部評価：平成１５
年度より有識者からなる「外部諮問委員会」を設け、業績やシステムに関して毎年評価とアドバイ
スを受けて研究所運営に反映している。

人材システム改革構想
既に自主的に取り組んでいる独立教員制・６施設からなる高度研究支援コアを拡充し、既存の外
部諮問委員会・国際シンポジウムを基盤として、その上に「メデイカル･トップトラック（MTT）
制度」を確立する。
(1)トップ･トラック（MTT）難治疾患研究テニュアシステム：医科学研究領域の若手を育成する
ため外部・内部審査委員からなる評価委員会を設立し、書類審査とプレゼンテーション（英語）に
よる厳正な２段階審査により多様かつ優秀な若手研究者を採用ならびに継続的に独立を支援する。
即ち、世界のトップの研究者として育成するトラックとして確立する業績評価とテニュア審査に加
え、
「国際アドバイザリーパネル」を設立して一流海外研究者による直接的な指導により独立研究支
援を行う。この評価もふまえて、“MTT 推進委員会”で統合的育成を行う。
(2)ジュニア MTT フェロー（若手研究支援プラットフォーム）
：若手研究者（ジュニア MTT フェ
ロー）を既存の大学院教育研究実験施設・共同実験室を拡充し、コア実験を経費と技術面からサポ
ートする。また当研究所が既に研究協力締結を結ぶハーバード大学などの国際研究機関を含めて広
く流動的な難治疾患研究ネットワークの中での育成体制を構築する。これらの共同利用の MTT 研
究支援プラットフォームの構築により、ジュニア MTT フェローが国際的視野を持つトップレベル
で自立的研究者としてスタートする基盤を設定する。
(3) シニアMTTフェロー：毎年の審査によりジュニアMTTフェローの中から、シニアMTTフェロ
ーを選抜し、全ての面で独立し国際的にも一流の若手研究者を育成するため、予算獲得のノウハウ
を「グラントライティングコース」で習得させ、運営委員会への参加（アドミニストレーション参
加）の機会を与え、大学院の学生教育を担当させて（ヤングメンターシステム）独立ならびにテニ
ュアへの基盤形成を行う。これにより、難治疾患研究に特化したテニュア制度およびテニュア・ト
ラック制度の導入を実現する。
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メディカル・トップトラック(MTT)制度の活動内容
ＭＴＴ推進委員会

（所長 野田政樹）
ＭＴＴ

グラントライト
ヤングメンター

国際シンポジウム・
アドバイザリー
パネル

後期

初期

テニュア
昇進審査

教授
准教授

アドミニストレーション

育成

アドバイザリー

助教

システム

競争的配分

シニア
ＭＴＴ
フェロー

昇進審査

研究費

ジュニア
ＭＴＴ
フェロー

スペース
支援員
ＭＴＴサービススタッフ・技術・国際・事務

2010年

MTT研究支援プラットフォーム
ゲノム解析室・組み換えマウス実験室
形態解析室・プロテオーム解析室

難治疾患リソースセンター

2006年
国際公募

採用審査システム
（外部から採用）

メディカル・トップトラック(MTT)制度の運営体制
ＭＴＴ推進委員会

（所長 野田政樹）
推進運営委員

諮問委員会（国内有識者委員） 国際アドバイザリーパネル

ＭＴＴサービス室・
技術・国際・事務
シニア
ＭＴＴ
フェロー

テニュア
昇進審査

昇進審査
国際公募

競争的研究費

国際外部審査委員
国内外部審査委員

アドバイザリー
ジュニア
ＭＴＴ
フェロー
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ＭＴＴ
教授
准教授
助教

2．ミッションステートメント
＜人材システム改革構想の概要＞
欧米における PI は、研究や資金獲得など全ての面で独立した研究者を若手においても指すが、我が
国の現状では、准教授や助教と名称を変えても真の独立性が確立されるためには更に困難がある。本
「メデイカル･トップトラック(MTT)制度」では、難治疾患研究に従事する優秀な若手研究者を発掘・育成し、
国際的に通用する真の意味での「PI」概念の確立を目指す。難治疾患研究所では既に、独立教員制度
を先駆けて導入しており、将来のテニュア制度及びテニュア・トラック制度の基盤が整備されつつある。本
MTT 制度では優秀なジュニア MTT フェローを採用し、「既存の２１分野や独立教員制とは独立して運
営」することにより、独立教員制を活性化して実施期間終了後にはこの制度をテニュア制度及びテニュ
ア・トラック制度として活用する。このテニュア制度及びテニュア・トラック制度は、将来的には既存の各分
野の准教授、助教などへの前段階としての位置づけを行い、将来、テニュア制度及びテニュア・トラック
制度の確立を目指す。
＜中間時における具体的な目標＞
厳正な審査の下にジュニアまたはシニア MTT フェローを選抜し、競争的環境で育成する。同時に、若
手研究支援プラットフォーム・難治疾患リサーチリソースセンターを充実・拡張し、MTT フェローはこれら
をフル活用し、一定の研究成果（論文、特許、競争的研究費獲得）の達成を図る。この MTT により、現行
の独立教員制度のフレキシブルな運営に向けて活性化を推進し、人材の流動化を促進する。
＜実施期間終了後における具体的な目標＞
期間中に一定の成果を挙げたジュニア MTT フェローは、後期のシニア MTT フェローの段階へ進ませ、
ヤングメンターシステム、ア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においてトレーニングされ、
研究、教育、資金獲得の全ての面で独立した国際的に通用する若手 PI として育成する。これらの MTT
フェローは中規模以上の競争的資金を独自に獲得でき、内外において PI ポジションに就くことを目指
す。
＜実施期間終了後の取組＞
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度およびテニュア・トラック制度として活
用する。 厳正な審査によりメデイカルテニュアフェローへの移行を認められたシニア MTT フェローの研
究の継続を支援し、本研究所あるいは他施設においてテニュア・ポストへの昇任の可能性を支援する。
新しく設置されるテニュア制度およびテニュア・トラック制度により、若手の育成と人材の流動化を促進し、
５年後には当研究所においてテニュア制度及びテニュア・トラック制度の確立を目指す。
＜期待される波及効果＞
本研究所では、外部委員を入れた教員の評価システムを既に多数回にわたり運用し、現員の教授全
員の任期制を実現し、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いる。本 MTT 制度の導
入によりこれまでの制度に、優秀な若手研究者の育成制度が確立されて、これらが相補的に機能するテ
ニュア制度及びテニュア・トラック制度の確立を目指す。本申請の試みにより、既存のシステムを活用し、
旧来型システムから若手研究者による厳正な競争的研究システムへと移行するモデルケースとなること
が期待される。
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3．採択時コメント
テニュア・トラック期間を二つに分け、最初のジュニア MTT（3 年間）では研究に専念させ、その後のシニ
ア MTT（2 年間）では、大学院生の教育、大学の組織運営等にも取り組ませることで、研究・教育の両方
において優れた研究者を育成する構想である。研究者が独立的に研究を実施するための支援体制、及
び育成プログラムについて具体的かつ独創的な内容であることが高く評価された。また、将来的に研究
所の人事システムを全て MTT システムに切り替える計画で、継続性についても考慮がなされている点も
評価された。
若手研究者の国際公募・選考を実施する前に、事前に文部科学省にその考え方や実施方法を説明し、
確認を得ること。

4．中間評価コメント
（１）総合評価（所期の計画以下の取組であるが、一部で当初計画と同等又はそれ以上の取組もみられる）
様々な斬新な企画と運営を目指し、多様な活動を展開していることや海外から優秀な若手研究者を
採用した点は評価できる。しかしながら、世界トップレベルの研究者の育成を謳い、きわめて高いレベ
ルの応募者があった一方で、採用者が日本人のみとなっている点については、公募方法とその採用
審査基準などに更なる検討が望まれる。採用人数については採択時の計画から変更が見られるがそ
の理由と効果を明確にすること、プログラムの将来展開への影響などについて十分な PDCA サイクル
の活用が望まれる。2 段階育成システムを提案しているが、この制度の意義が曖昧でその進捗が明確
でなく、改革しようとする制度の明確化とその学内などへの更なる周知が必要と思われる。また、将来
の完全なテニュア・トラック制度定着を目指しながら、予定しているテニュア枠がかなり少なく、競争的
環境を重視している事で今後のプログラム展開への影響が懸念されるとともに、一部局での取組であ
り、全学展開への道筋が不明確であり、継続性への不安も残る。
一方、高い業績のある優秀な若手研究者の採用に成功しており、自立的研究環境の整備と明確な
マネージメントのもとで、目的とする世界トップレベルの研究者の育成へ本システムが大きく寄与できる
可能性はあり、今後の適切なＰＤＣＡサイクルのもと、更なる発展を期待する。
＜総合評価：Ｃ＞
（２）今後の進め方（計画を継続又は一部見直しが必要である）
計画の目標に沿って着実に進めることが期待される。特に、若手研究者の育成方法、支援内容、
テニュア審査基準、テニュア・トラック制度の具体的展開などについて、ミッションステートメントに則った
展開を着実に進めていただきたい。また、テニュア枠の拡大と不任用人材のキャリ
アパスなどに対しても十分な配慮がなされることが望まれる。
＜今後の進め方：Ｂ＞
（３）個別評価
①進捗状況＜c＞
業績が高く優秀な若手研究者の採用に成功し、多面的な支援システムを創設などは評価できる
が、全体として体制作りが具体性に欠け、育成プログラムの進捗が懸念される。特に、提案時の
計画から採用人数が変更されているが、そのことによるプログラムの将来展開への影響などが十
分に説明される必要がある。また、テニュア枠や中間評価基準、テニュア審査基準にもやや具体
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性がなく、採用された若手研究者に不安を与える可能性がある。一部局に限られた人事改革シス
テムではあるが、所期の目標であった全学への波及に対しても具体化が望まれる。
②国際公募・審査・業績評価＜c＞
学外・海外審査委員を加えた評価委員会で厳正な審査が行われたことは評価できる。また、海
外在住の日本人が多く採用された点も評価できるが、公募に対して応募者数が多くないこと、ま
た外国人の採用がゼロであることや女性の採用が少ないなど人材の多様性に対する状況は、国際
公募の方法、テニュア枠及び審査基準に改善の余地があると思われ、更なる検討が望まれる。
③人材養成システム改革（上記②以外の制度設計に基づく実施内容・実績）＜c＞
採用した若手研究者をジュニアMTTフェローとシニアMTTフェローの2 段階に分けて育成
する独自の工夫を取り入れた点、また各種環境整備や施設支援、講習会の実施、国際シンポジウ
ムの自主開催などの実施内容については評価ができる。しかしながら、提案の2 段階で育成する
意義や有効性は未だ明確でなく、メンターやアドバイザリー委員会の役割も明確にされることが
望まれる。また、外部資金獲得の指導が強調されているが、一方で若手研究者育成の視点への配
慮も望まれる。
④人材養成システム改革（上記②以外の制度設計に対するマネジメント）＜c＞
テニュア・トラック制度を大学に根付かせるために、MTT推進委員会を開催するとともに、
大学事務部とのミーティングを複数もつなど、制度定着へ向けた意欲は高いと判断されるが、制
度の内容、使われている説明用語などが不統一で、システムとして定着化するかどうかが懸念さ
れる。改革構想の明快な記述によるシステムの構築を図り、若手研究者及び学内に周知すべきで
あると考えられる。また、PDCAサイクルによるマネジメント進化の道筋も見えない。
⑤実施期間終了後の継続性＜c＞
難治疾患研究所では、本プログラム開始に先駆けて、採用を完全公募制とし、教授や新任教員
に再任可能な任期制を導入するなど流動性の高い人事システムを構築しており、本プログラム実
施により、これを更に維持・発展させて、研究所全体へ定着させようとする試みは評価できる。
しかしながら、独自財源による取組も行われておらず、実施期間終了後の改革の形とその継続イ
メージが不明確であり、定着への道筋や既存のシステムとどのように整合を取り、融合させるの
か具体性に欠ける。また、財源の確保にも十分な配慮が求められる。
（４）評価結果

総合評価

今後の
進め方

Ｃ

Ｂ

進捗状況

国際公募・
審査・
業績評価

人材養成シ
ステム改革
（実施内
容・実績）

人材養成シ
ステム改革
（マネジメ
ント）

実施期間
終了後の
継続性

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

18 年度

度（平成）

19 年度 20 年度 21 年度

22 年度 23 年度

総 額

科学技術振興調整費
1．人件費
（1）職階：准教授
（2）職階：講師
（3）職階：助教

6.3
65.2
91.3
82.1
51.5
(7 名） (13 名） (13 名） (11 名） (8 名）
0.8
10.9
21.3
21.6
17.8
(1 名） (3 名） (3 名） (3 名） (3 名）

296.4
72.4

13.0

26.3

29.1

20.4

88.8

173.9

62.8

2.0

2.5

4.3

245.5

28.0

59.3

46.7

43.5

49.6

227.1

4．旅費

3.2

5.9

2.2

2.0

0.8

14.1

5．その他

3.2

11.1

10.2

3.9

17.1

45.5

215.4

228.2

200.0

184.7

161.5

989.8

64.6

68.4

60.0

55.4

48.5

296.9

280.0

296.6

260.0

240.1

210.0

1286.7

0.8

0.9

1.3

0.8

3.8

0.8

0.9

1.3

0.8

（4）補助員
2．備品及び
試作品費
3．消耗品

直接経費(1.～5.)計
6．間接経費

（直接経費の 30％）

調整費計
自主経費
・運営費交付金
・資金
・間接経費
自主経費計

3.8

注 1）平成 21 年度以降の「科学技術振興調整費」は補助金交付額を記入して下さい。
2）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事
人数とともに記載して下さい。(年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで下さ
い)。
3）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、それも含めて全体像を示して下さい。
4）1 万円単位で四捨五入し、10 万円単位（小数点一桁）まで記載して下さい。
5）平成18～21年度は決算額、平成22年度は執行額を記入して下さい（提案書の計画を変更している
場合は、その旨明記して下さい。）。
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Ⅲ．これまでの取組の総括
１． これまでの取組状況の概要（実施内容・実績）
平成 18 年度に２回の国際公募、平成 19 年度には国際公募１回を行い、平成 18 年度は 9 名、平成 19
年度には 7 名と計 16 名の TT 若手を採用した【31 頁：表-14】。
スタートアップ資金・研究費・研究スペースの措置やそれぞれの TT 若手に各 1 名のテクニシャンの配置
【34 頁：表-17】、事務局設置によるサポート、本課題への補助金および自主財源による大学院教育研
究支援実験施設・MTT 共通機器室の拡張・充実【33 頁：Ⅴ-3-(4)】、メンター・アドバイザー
による研究のアドバイス【33 頁：Ⅴ-3-(2)】、ヤングメンター制度による教育の経験【36 頁：Ⅴ
-4-(3)】、アドミニストレーション参加【37 頁：Ⅴ-4-(4)】などにより TT 若手の研究のサポー
トを行い、優秀な研究成果を上げた【34～35 頁：表-18、35～36 頁：Ⅴ-4-(2)】。
キャリアパスに関しては、16 名のうち 6 名は機関内のテニュアポストを獲得し、6 名は学外のテ
ニュアポストを獲得した。3 名は学外のポスドクを獲得した。1 名は未定となりセーフティーネ
ットとして自主財源による機関内のポスドクにつくこととなった【37～38 頁：Ⅴ-6-(1)～(4)】。
以上から、全員がキャリアパスとして研究継続可能なポストに就くことができた。
平成 22 年度に 2 名の TT 若手を自主財源で採用し、平成 23 年度以降も機関教員の定年に合わせ
て 100%テニュアポストを準備した状態でテニュア審査を行うテニュアトラック・テニュア制度
の募集計画を立て、本制度の継続を行っている。
本制度を全学に波及するために平成 21 年度に研究担当理事を委員長とする全学波及 WG を設置
し検討を行った。全学が研究方針に掲げる「医歯学融合研究」・「基礎－臨床橋渡し研究」の推
進のために平成 23 年度に「医歯学研究支援センター」を設置したが、その中全学対応の TT 若手を育
成するための受け皿として「若手研究者インキュベーション部門」を設置し、全学対応の TT 若手公募募
集の準備を整えた。
表－1 課題の運営・実施体制
委員等の構成（人）
委員会等の
名称

自機関内

検討の内容
執行部

全学波及 WG
MTT 推進委員会
外部諮問委員会

全学化へ向けた検討
課題運営全般
実施内容の評価、点検

自機関外

関係部局

2
1

その他

国内

海外

5
19
3

「執行部」とは、学長、副学長、理事等機関の運営管理等に携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本課題を実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会等
「（評価・点検）」とは、本課題を実施するに当たって設置した実施内容を評価・点検
するための機関外有識者や本課題の参画者以外の委員を主とした委員会等
表－2 実施状況
取組内容
実施年月日
課題運営（実施）

国際公募・採用/
年次・中間評価/
テニュア審査

7

TT 若手育成

その他

平成 18 年 7 月 1 日
～
平成 19 年 5 月 31 日
計3回
平成 18 年 9 月 5 日
～ 計 73 回
平成 19 年 1 月 19 日
～平成 21 年 2 月 19
日、計 4 回
平成 19 年 3 月 23 日
～平成 21 年 5 月 29
日、計 13 回

MTT フェロー（TT
若手）募集
MTT プログラム推
進委員会開催
グラントライティン
グ講習会
共通機器備品説
明会

平成 19 年 7 月 2 日
～平成 22 年 7 月 28
日、計 2 回

ファカルティディ
ベロップメント

平成 20 年 3 月 7 日

国際シンポジウム

平成 20 年 5 月 13 日
～平成 23 年 1 月 19
日、計 7 回
平成 21 年 6 月 16 日
～17 日

MTT セミナー
シニア審査

平成 21 年 9 月 28 日
平成 22 年 6 月 4 日、
11 月 30 日、計 2 回
平成 23 年 2 月 22 日

大学院セミナー
テニュア審査
総括シンポジウム

2．本課題の実施によってもたらされた機関における人材養成システム改革の成果
（注）本課題は大学内の単一部局（難治疾患研究所）で実施するものとして計画し採択されたもので
ある。したがって、以下の「機関全体」は難治疾患研究所の意に置き換えて記載したが、本課題が
目指した人材育成システム構築の重要性に鑑み、全学への波及や学長のリーダーシップなどの事
項については、全学的委員会等の審議を踏まえて、大学執行部役員（学長、研究理事、事務局長）
と合意のうえその内容を記載することとした。
(1) 教員・研究員等の採用方法及びそのプロセス等
【機関全体（=実施部局）】本課題実施以前より、職階に限らず全教員の採用を任期制かつ公募制と
している。これは若手研究者が経歴を早い段階から競争的環境下で自立と活躍の機会を得るテ
ニュアトラック・テニュア制との並立にふさわしいシステムであるため、テニュアトラック制の改革・波
及を続けると共にこの採用制度を今後も継続する。
本課題の実施を契機に、(1)採用教員の一部を、自主経費（運営交付金）によるテニュアトラック教
員とすること；（2）本学における女性研究者支援モデル事業の実施による環境整備に伴い、女性
研究者の採用の奨励を公募要項に明記すること、の 2 点を新たに導入した。
【実施部局以外の個々の部局】
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すべての部局で、全教員採用は公募制をとっている。また、女性研究者支援モデル事業の実施
による環境整備に伴い、女性研究者の採用の奨励を公募要項に明記している。
(2) 教員・研究員等採用に当たっての選考・審査のプロセス・基準等
【機関全体（＝実施部局）】本課題開始前から、公募により提出された書類に基づく書面審査ならび
に必要とみなした場合は（教授については全例で）面接審査を行っており、このシステムは継続す
ることとした。採用基準に関しては、職種（職階）毎に基準を設定しており、特に准教授に関しては
将来 PI として独立できることを重要視した内容である。この基準はテニュアトラック・テニュア制を経
て任用される准教授職に相応しいものであり、大きな変更の必要はないと判断した。
【実施部局以外の個々の部局】
歯学部では、退職教員が発生した場合“後任人事を歯学部長に一任する”こととし、漫然と類似領
域の教員を募集することをやめ、大学ならびに社会的ニーズに合わせた領域の教員を募集するよ
うに歯学部長のリーダーシップが発揮できる柔軟な教員採用方式を導入した。
医学部では、“特別教授制度”を導入し、医学部教員で教授に相当するきわめて優秀な業績を挙
げている教員に関しては、特別教授に昇進し独立した研究・教育活動が可能な制度を導入した。
(3) 新規採用教員・研究員等の研究環境整備（スタートアップ経費等の研究費支援を含む）
【実施部局】従来より、新任教員のうち教授に限りスタートアップ経費を支援していたが、本課題の実
施を契機に、TT 若手として採用した若手教員、およびテニュア審査に合格して PI となった教員には
スタートアップ経費を所長裁量経費から支援することとした。
【実施部局以外の個々の部局】
限られた研究予算枠で優れた研究成果を上げるための方策の一つとして高額機器や動物飼育施
設などの共同利用化が挙げられる。学長裁量ポストによる人材を配置することなどにより、従来の
共同利用施設を大幅に拡充した医歯学研究支援センター（TT 若手受け入れの若手研究者イン
キュベーション部門を含む）、実験動物センター、産学連携推進本部が研究担当理事のもとに設
立され稼働している。
(4) 新規採用教員・研究員等への FD（ファカルティ・デベロップメント）等
【機関全体（＝実施部局）】本課題の実施を契機に年 1 回の FD を開始し、新規採用教員はこれに参
加することを奨励した。学外から講師を招聘し、教育・研究のみならず様々な観点からの啓発を行
うようにした。（参考 6 参照）
【実施部局以外の個々の部局】
すべての部局において新規採用教員・研究員も含めて全教員を対象として、毎年「研究倫理講習
会」を複数回開催し、その受講が研究遂行に義務付けられている。これにより研究活動における
不正の防止などの徹底を図っている。
(5) 新規採用教員・研究員等の人的支援等
【機関全体（＝実施部局）】従来新任教授には必要により研究支援員の配置を行ってきたが、本課
題を経験し PDCA サイクルでチェック（Ｃ）した結果、限られた雇用財源の中から支援員を個々の
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PI に配置するよりも部局内に設置した 7 つ（平成 21 年度後半から 8 つ）の教育研究支援実験施
設に集中して配置する方が多くの新規採用教員に効率的、公平に研究支援できるとの結論に達
した。そこで、PDCA のアクション（Ａ）として、研究支援員を共同研究室に優先的に配置することと
した。
【実施部局以外の個々の部局】
限られた雇用財源の中から個別に支援員を配置することは必ずしも効率の良い方法ではないとの
判断のもと、学長裁量により設置した医歯学研究支援センター・実験動物センターに支援員を配
置する体制を徹底し、研究の効率化を図っている。
(6) 教員・研究員等の定期的な評価のプロセス・基準等
【機関全体（＝実施部局）】本課題開始前までは、内部委員および外部委員によって構成される評
価委員会による再任審査（教授は 5 年毎、准教授・講師は 4 年毎、助教は 3 年毎）を行っていたが、
本課題の実施を契機に毎年の教員活動個人評価を導入した。この年次評価は、本人が達成度を
もとに自己申告し、これを評価委員会が検証する形とした。また、評価結果は本人にフィードバック
し、活動状況の改善あるいは待遇へのインセンティブに反映されることとし、意義申し立てを行う制
度も整備した。
【実施部局以外の個々の部局】
全部局において、自己申告による活動評価を評価委員会で検証し、活動の改善あるいは待遇へ
のインセンティブに反映される評価システムを導入した。同システムには、異議申し立てを行う制度
も整備されている。
(7) 機関の人材流動性
【機関全体（＝実施部局）】本プロジェクト施行前から教授も含めて全教員が任期制を取っており、5
年間で約 1/3 の教員が入れ替わる高い流動性を示していた。この傾向は本課題開始後も維持さ
れている。これに加えて、本課題の実施を契機に、大学内他部局（医学部、歯学部）との人材の流
動性が加速された点が特記できる。
【実施部局以外の個々の部局】
医学部、生体材料工学研究所、難治疾患研究所は高い人材流動性が得られていたが、歯学部に
おける人材流動性に若干の問題が見られた。そこで、歯学部でも難治疾患研究所が行っている
厳正な再任評価システムが導入され、また退職教員の後任人事が歯学部長に一任されるなど流
動性に向けた施策が複数行われた。
(8) 各種施策への PDCA サイクルの導入
【機関全体（＝実施部局）】本課題の実施を契機に、各種施策に PDCA サイクルを積極的に導入し
た。PDCA サイクルは中期的なものと、短期的（毎年度）なものを明確に区別して実施している。
中期的に行った具体例：若手研究者人材育成システムのようなプログラムでは、P=本課題の立案、
D=本課題の実施、C=全学 WG での検証、A=全学テニュアトラック・テニュア制度の実施、のように
中期的スパンで PDCA サイクルを回している。
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短期的に行った具体例：部局が実施する高大連携や市民講座では、毎年度当初に前年度のチェ
ック(C)を行い、これをもとに新たな企画・施策を協議し（A）、これに基づいて計画を立て(P)、これを
実施し(D)、翌年度最初に再びチェック(C)を行うというように、年次で PDCA サイクルを回している。
【実施部局以外の個々の部局】
全学的にも PDCA サイクルは中期的スパンと短期的スパンに分けて積極的に取り込まれている。
中期的スパンは中期目標・計画に従って厳格な運営が行われている。
短期的スパンでは、教育研究推進評議会を定期的に開催し、各種施策に対して PDCA サイクル
の導入を図っている。
(9) さまざまな情報発信・アウトリーチ活動等とその波及
【機関全体（＝実施部局）】従来は、教授を中心として情報発信・アウトリーチ活動に積極的に取り組
んできたが、本プロジェクトを契機に TT 若手の積極的参加による市民講座（本学所在地の文京区
とタイアップ）や高校生に対する出張授業・研究室訪問（文部科学省のスーパーサイエンスハイス
クールプログラムの枠組み）などを行うようになった。これにより、地域住民への生命科学の啓蒙と
高校生の理科離れの歯止めに貢献している。
【実施部局以外の個々の部局】
医学部・歯学部では地域住民を対象とした医歯学に関する市民講座を開催している。また、全学
的に研究担当理事を中心に高大連携を積極的に推進しており、スーパーサイエンスハイスクール
プログラムの枠組みでは現在 3 高校を対象に出張授業、研究室訪問などを行っている。また、医
学部保健検査学科や生体材料工学研究所でも市民講座を積極的に行っており、検査学科では
種々の検査の体験や生体材料工学研究所では、種々の生体材料作成の体験などを行っており、
地域住民への医歯学・生命科学の啓蒙、高校生の理科離れの歯止めに貢献している。
(10) 機関の長（学長、総長、理事長等）のリーダーシップ
【機関全体（＝実施部局）】申請時に大学内の単一部局(難治疾患研究所)が実施するものとして計
画し採択された本課題は、所長のリーダーシップにより運営され、所長裁量経費による若手研究
者への選択的かつ集中的な資金投入も実施された。テニュアトラック・テニュア制の全学波及の道
筋をつけるために研究担当理事により設置された全学レベルのテニュアトラックワーキンググルー
プの座長を研究所長が務めるなど、波及にあたってはテニュアトラック・テニュア制の全学波及の
道筋をつけるために、学長・理事・研究所所長のリーダーシップが大きな推進力となった。
学長裁量ポストで毎年 TT 若手を若干名採用することを計画しており、平成 23 年度 1 名（助教）が
すでに採用された。
【実施部局以外の個々の部局】
全学的取り組みとして、全学 TT 若手の研究の場となる若手研究者インキュベーション部門が平成
22 年度に医歯学研究支援センター内に設置された。学長裁量経費で次世代型シークエンサーを
設置し、学長裁量ポストの人員（複数名）が配備された実験動物センターが整備され、学長のリー
ダーシップは若手研究者支援システムの構築に大きな力となった。
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(11) その他の特記すべき事項
【実施部局】難治疾患研究所では、原則として内部からの教授昇任は行わない方針としていたが、
本課題の実施を契機に、将来の教授昇任あるいは教授での採用を視野に入れた優秀なテニュア
トラック研究者の採用を検討している。
【実施部局以外の個々の部局】
公的支援が終わったプロジェクトに関して、毎年学内で継続支援の募集・審査が行われ、必要性
が高いと判断されたプロジェクトには大学からの支援により継続性が担保される仕組みが導入され
ている。
社会的ニーズや本学の特徴を発揮するために、「硬組織疾患ゲノムセンター」、「脳統合機能研究
センター」、「細胞治療センター」、「不整脈センター」など等を設置し、本学が目指す「医歯学融合
研究」、「基礎と臨床の橋渡し研究」の推進を学長のリーダーシップのもとに行っている。

3．機関の中期目標・中期計画等における若手研究者育成の取組
(1) 最新の「中期目標」における記述の概要
「若手研究者及び女性研究者支援を積極的に行う」ことを明記している。
(2) 最新の「中期計画」における記述の概要
中期計画に「独立テニュア教員制度を確立するとともに、若手研究者の研究支援を行う。」と明記して
いる。平成 22 年度の成果としては、
① 全学波及：研究所で始めた本制度を全学の行うための協議が行われ、方針の概要が定まった。
② 本制度の継続：本制度を継続するために 2 名の TT 若手を国際公募し採用に至った。
の 2 点の成果が明記されている。

4．機関の「テニュア像」
難治疾患研究所では、人材の流動性を担保するために、教授以下全ての常勤教員（テニュア教
員を含む）には任期が付されている。厳正な教員再任評価に基づいて再任の可否が決定されて
おり、本研究所に所属する教員は、本研究所の理念である「難治疾患の学理と応用」の実践が
義務付けられている。 具体的には、
“難治疾患”を標榜するわが国唯一の国立大学法人附置研
究所として、難治疾患研究の世界的拠点の一員としての自覚を持ち、難治疾患の克服に向けて
画期的な予防法、診断法、治療法の開発につながる高い研究成果を挙げること、難治疾患研究
を目指す次世代の若手研究者を発掘・育成すること、難治疾患研究に関する最新の情報を社会
に発信することが求められている。
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5．採択時コメントへの対応状況
(1) 機関が提案した取組において評価できる事項
研究者が自立して実施する研究を推進する組織的支援体制が、評価できる点として挙げられている。
本課題申請時には 7 つの支援室を有していた。昨今の研究の方向性に鑑みて、先端的研究機器の導
入や、新たに「幹細胞支援室」を設置するなど、支援体制をさらに強化した。
グラントライティング講習、ヤングメンター制度を着実に実施した。
大学の組織運営等への取り組み（アドミニストレーション参加）も評価されたが、採用 TT 若手に対する
面接において、セミナーの自主開催への関与の希望が多数を占めたことから、セミナーや研究集会（シ
ンポジウム）を企画・開催することで組織運営に参加することとした。具体的な実績として、1 回の国際シ
ンポジウム、7 回の国内セミナーを企画・開催までのすべてを TT 若手に実施させた。
(2) 機関の取組の実施に当たって期待する事項
本制度の継続と全学への波及が期待する事項として挙げられた。
この 2 点は中間評価の時点までには具体的な取り組みは行われていなかったが、中間評価結果を受
けて迅速な対応を行った。これに関しては、以下の中間評価に対する対応状況の項で記載する。
(3) 採択条件とする事項
若手研究者の国際公募・選考を実施する前に、事前に文部科学省にその考え方や実施方法を説明し、
確認することが求められた。この点に関しては、公募要項の事前チェックを含めて、確認を取り実施し
た。

6．中間評価への対応状況
(1) 総合評価
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

様々な斬新な企画と運営を目指し、多様な活動を展開していることや海外から優秀な若手研究
者を採用した点は評価できる。高い業績のある優秀な若手研究者の採用に成功しており、自
立的研究環境の整備と明確なマネージメントのもとで、目的とする世界トップレベルの研究者の
育成へ本システムが大きく寄与できる可能性はあり、今後の適切なＰＤＣＡサイクルのもと、更な
る発展を期待する。
C
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

世界トップレベルの研究者の育成を謳い、きわめて高いレベルの応募者があった一方で、採用
者が日本人のみとなっている点については、公募方法とその採用審査基準などに更なる検討
が望まれる。採用人数については採択時の計画から変更が見られるがその理由と効果を明確
にすること、プログラムの将来展開への影響などについて十分なPDCA サイクルの活用が望ま
れる。2 段階育成システムを提案しているが、この制度の意義が曖昧でその進捗が明確でな
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く、改革しようとする制度の明確化とその学内などへの更なる周知が必要と思われる。また、将
来の完全なテニュア・トラック制度定着を目指しながら、予定しているテニュア枠がかなり少な
く、競争的環境を重視している事で今後のプログラム展開への影響が懸念されるとともに、一部
局での取組であり、全学展開への道筋が不明確であり、継続性への不安も残る。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項
優秀な若手研究者の採用に成功した点が評価されているが、その中から最先端・次世代研究開発支
援プログラムに採択された研究者もおり、また高評価の雑誌(Cell, Nat. Commun., EMBO Mol. Med.
他)への論文発表が行われた。

２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

① PDCA サイクルの活用が指摘されているが、全学波及・継続性など重要な案件に関して、実施状況
を自己評価し、その結果に基づいた企画立案を行う機構（全学波及 WG,研究所の体制を考える WG
など）を立ち上げ、PDCA サイクルを十分実施できる体制を整えた。
② 2 段階システム（ジュニア・シニアフェロー）による運営の意義を明確化することが求められた。次世代
研究を担う若手研究者を育成する際に、すべてにおいて独立した方がより発展する若手研究者と、
メンターによるサポートのもとに独立的テーマの研究を展開できる環境で育成する方が能力を発揮
できる若手研究者とがある。このため、前者をシニアフェロー、後者をジュニアフェローと区別し育成
を開始したが、本課題実施途中でジュニアフェローのシニア昇進審査も実施した。この 2 段階制度
は、PDCA サイクル(全学波及 WG)で十分に検討・改善し、全学テニュアトッラク・テニュア制にも反映
させることを計画している。
③ 予定しているテニュア枠（5 名枠）が少ないことが懸念された。この点は、退職教員の後任採用を保留
するなど、採用枠拡大の努力を可能な限り行い、1 名枠の増加（6 名枠）を得た。
一方で、各 TT 若手がキャリアパスを継続できることを重視しさまざまな働きかけを行った。その結果、
16 名中 12 名は機関内外（6 名は機関内、6 名は機関外）にテニュアポストを獲得し、残りの 4 名のう
ち 3 名は機関外において研究員に採用され、1 名も自主経費によるセーフティーネットなどで機関内
で研究の継続が可能となり、採用した TT 若手全員のキャリアパスが途切れないよう保障された。
④ 全学展開の道筋が不明確である点が指摘されたが、研究担当理事が設置し、研究所長（本課題の
総括責任者）が座長を務める全学レベルのテニュアトラック WG に全 5 部局の委員が参加し、全学波
及の道筋を明確なものとすることができた。
⑤ 継続性への不安も指摘されたが、平成 22 年度から研究所の自主財源による TT 若手の採用を開始
し、すでに 2 名（1 名は学長裁量ポストによる）の実績があるなど、継続性を明確なものとした。
④ 、⑤の成果に関しては、本学における中期計画・中期目標の平成 22 年度実施状況にも明記された。
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(2) 今後の進め方
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

計画の目標に沿って着実に進めることが期待される。特に、若手研究者の育成方法、支援内
容、テニュア審査基準、テニュア・トラック制度の具体的展開などについて、ミッションステートメ
ントに則った展開を着実に進めていただきたい。

B

２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

テニュア枠の拡大と不任用人材のキャリアパスなどに対しても十分な配慮がなされることが望ま
れる。
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項

医歯学研究支援センターは、本学が目指す“医歯学融合研究”、“基礎－臨床橋渡し研究”の拠点として
学長主導で平成 22 年度に設置したものである。この中に全学の TT 若手の受け皿として若手インキュベ
ーション部門が設置された。当該センターでは、学長裁量経費により次世代型シークエンサーが導入さ
れ、学長裁量ポストによる人員（複数名）が配備された実験動物センターが設置されるなど、若手の研究
支援体制を着実に整えている。
テニュア審査基準は、テニュア審査基準検討委員会を設置し、明確な基準を明文化し TT 若手に対する
説明会を開催し、着実に実施した。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

テニュア枠の拡大は、退職教授の後任採用を保留してテニュアポストに振替、全学への説明会を開き全
学でのテニュアとしての採用を目指す、などの可能な限りの努力を行い 1 枠の拡大を得た。
一方、不任用人材のキャリアパスに関しては研究所を挙げて努力し、16 名中 12 名は機関内外（6 名が機
関内 6 名が機関外）のテニュアポストに就くことができた。残りの 4 名のうち 3 名は機関外における研究
員、1 名も自主経費によるセーフティーネットでキャリアを継続しテニュアポストの獲得に挑戦できることと
なり、全 TT 若手が研究継続可能となった。
(3) 個別評価①進捗状況
評点

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
業績が高く優秀な若手研究者の採用に成功し、多面的な支援システムを創設などは評価でき
る
２)

c

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

全体として体制作りが具体性に欠け、育成プログラムの進捗が懸念される。特に、提案時の計
画から採用人数が変更されているが、そのことによるプログラムの将来展開への影響などが十
分に説明される必要がある。また、テニュア枠や中間評価基準、テニュア審査基準にもやや具
体性がなく、採用された若手研究者に不安を与える可能性がある。一部局に限られた人事改
革システムではあるが、所期の目標であった全学への波及に対しても具体化が望まれる。
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中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項

多面的な支援システムの創設が評価されている。既出であるが、時代の要請に応じて教育研究支援実
験施設にさらに先端的研究機器を配置するとともに、新たに「幹細胞支援室」を追加設置するなど、研究
支援環境のさらなる強化を図った。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

提案時の計画から採用人数の変更が指摘された。(1)-1)で評価されたように採用審査を高いレベルに設
定した結果、採用人数が 16 名となった。これは研究所運用定員（約 70 名）の 20％強を占めており、その
点では本課題の全期間を通じた継続的な育成を考えると妥当な割合と考えている。これにより、採用した
全員がキャリアパスを途絶えさせることなく本課題の終了を迎えた。ただし、将来的にこの制度を他部局
に拡張する必要があり、これはテニュアトッラク・テニュア制度を全学波及することによって実現をめざすこ
ととして全学波及 WG で話し合いが進められている。
中間評価基準、テニュア審査基準の具体性の欠如が指摘され、直ちにテニュア審査基準検討委員会を
立ち上げ、議論を重ねた上で、審査基準を明文化し、TT 若手に対して平成 21 年 12 月 25 日に説明会
を開き周知した。
(4) 個別評価②国際公募・審査・業績評価
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

学外・海外審査委員を加えた評価委員会で厳正な審査が行われたことは評価できる。また、海
外在住の日本人が多く採用された点も評価できる
c

２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

公募に対して応募者数が多くないこと、また外国人の採用がゼロであることや女性の採用が少
ないなど人材の多様性に対する状況は、国際公募の方法、テニュア枠及び審査基準に改善の
余地があると思われ、更なる検討が望まれる。
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項

指摘を受けたように、海外在住で日本での能力発揮を期待されながらもその機会のなかった若手研究者
を多く（13 名）採用できたことは、わが国の科学研究の発展に貢献できたものと考える。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

自主財源で行った TT 若手の公募などにおいては女性研究者の応募の奨励を明記し、また科学技術振
興調整費「女性研究者支援プログラム」と連携することを含めて、女性研究者・若手研究者への支援拡
大を図っている。これは本学の第 II 期中期計画・中期目標において、「若手・女性研究者の支援」の項目
を立てた重要課題として明記されている。
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(5) 個別評価③人材養成システム改革（上記(4)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

採用した若手研究者をジュニアMTTフェローとシニアMTTフェローの2 段階に分けて育成する
独自の工夫を取り入れた点、また各種環境整備や施設支援、講習会の実施、国際シンポジウ
ムの自主開催などの実施内容については評価ができる
c
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

提案の2 段階で育成する意義や有効性は未だ明確でなく、メンターやアドバイザリー委員会の
役割も明確にされることが望まれる。また、外部資金獲得の指導が強調されているが、一方で
若手研究者育成の視点への配慮も望まれる。
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項

毎年度研究所経費により各種環境整備のさらなる拡充を図っており、TT 若手もこれらの設備を利用して
さらに研究を発展させている。具体例をいくつか提示すると；
①

ゲノム解析室を活用して、Cell 2010;141:142-153

②

細胞プロテオーム解析室を利用して、Nat. Commun. 2011;2:308

③

低酸素ワークステーションを利用して、Exp. Cell Res. 2011;318:2871-2882

④

FACS を利用して、Proc. Natl. Acad. Sci. (in revision)

⑤

共焦点レーザー顕微鏡を利用して、EMBO Mol. Med. 20113:1-14

などがある。
TT 若手が企画・実施したものとして国際シンポジウムに加えて、計 7 回の難研セミナーを開催した。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

既出であるが、若手研究者の育成においては、すべてにおいて独立環境にある方が発展するレベルに
ある若手研究者と、ある程度メンターによるサポートのある環境下で独立的テーマの研究を展開できる環
境で育成する方が能力を発揮できるレベルにある研究者と区別した対応を行った。前者をシニアフェロ
ー、後者をジュニアフェローとしたが、本課題実施途中でジュニアフェローのシニア昇進審査も実施し
た。この 2 段階制度は、PDCA サイクルにより改善を加え全学波及のテニュアトラック・テニュア制度でも取
り入れることとして全学波及 WG で計画された。
申請時には、指摘いただいたように正副メンターやメンターとアドバイザーという名称が混同して使われ
ていたので次のように整理した。
メンターは TT 若手の研究分野に近い教授 1 名が担当し、ジュニアフェローに対しては毎月研究の進捗
状況の打ち合わせを行うなど密接なサポート体制をとった。
アドバイザーは少し異なった研究分野の教授が担当し、客観的・多角的な立場からのサポートを実現し
た。アドバイザリー委員会では、年 1 回の研究進捗状況報告とこれに対する評価、さらには評価に基づく
助言を行うなど、多面的で客観的立場から研究の方向性に対するアドバイスを行った（PDCA サイクルの
C[チェック]および A[アクション]に相当するものと考えている）。
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若手研究者育成の視点としては、年 1 回開催される FD に TT 若手は全員参加とすることとしたこと、メン
ター・アドバイザリー教員制度を活用したこと、ヤングメンター制度による大学院生教育の経験などを着実
に実施することで十分な配慮を払った。
(6) 個別評価④人材養成システム改革（上記(4)以外の制度設計に対するマネジメント）
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

テニュア・トラック制度を大学に根付かせるために、MTT推進委員会を開催するとともに、大学
事務部とのミーティングを複数もつなど、制度定着へ向けた意欲は高い
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

c

制度の内容、使われている説明用語などが不統一で、システムとして定着化するかどうかが懸
念される。改革構想の明快な記述によるシステムの構築を図り、若手研究者及び学内に周知
すべきであると考えられる。また、ＰＤＣＡサイクルによるマネジメント進化の道筋も見えない。
中間評価コメントに対応するために実施した施策

１)

機関が実施した取組において評価できる事項

テニュアトラック制度を大学に根付かせるために、全学波及 WG を設置し、その概要を定めた。（これは平
成 22 年度から第 II 期中期計画・中期目標にも明記）
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

使われている用語を統一し、改革構想をわかりやすいポンチ絵（参考 8 参照）として作成し、若手研究者
を対象とした説明会や全学の会議（研究推進協議会など）で総括責任者（北嶋所長）が説明し周知を図
った。
PDCA サイクルの活用を十分意識し、チェック機構となる委員会（全学波及 WG、研究所の体制を考える
WG など）を設置し、マネジメントの進化とテニュアトラック・テニュア制度の本学での確立、本学における
テニュア像の検討、などに十分に配慮した。
(7) 実施期間終了後の継続性
評点
１)

中間評価コメント
機関が実施した取組において評価できる事項

難治疾患研究所では、本課題開始に先駆けて、採用を完全公募制とし、教授や新任教員に再
任可能な任期制を導入するなど流動性の高い人事システムを構築しており、本課題実施によ
り、これを更に維持・発展させて、研究所全体へ定着させようとする試みは評価できる。
c
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

独自財源による取組も行われておらず、実施期間終了後の改革の形とその継続イメージが不
明確であり、定着への道筋や既存のシステムとどのように整合を取り、融合させるのか具体性に
欠ける。また、財源の確保にも十分な配慮が求められる。
中間評価コメントに対応するために実施した施策
１)

機関が実施した取組において評価できる事項
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採用の完全公募制、審査により再任可能な任期制など、流動性の高い人事システムがすでに構築され
ていたが、この従来の人事システムと本課題で実施したテニュアトラック・テニュア制を融合するために、
研究所の体制を考える WG を設置し、新たなテニュアトラック・テニュア制度案を作成した。これをもとに教
授会において協議し、難治疾患研究所独自のテニュアトッラク・テニュア制度の構築を図った。
２)

機関が実施した取組で今後改善を期待する事項

継続イメージが不明確であることが指摘された。定年を迎える教員数を把握し、100％テニュアポストが準
備された状態での TT 若手の募集の中期的計画を明確にしポンチ絵（参考 8 参照）にまとめた。これに基
づき PDCA サイクルを十分に活用し、平成 22 年度から、自主財源による TT 若手の募集・採用を着実に
実施している。

7．実施期間終了時におけるミッションステートメント全体の達成状況
(1) 人材システム改革構想の概要
難治疾患研究所ではすでに独立教員制と研究支援プラットフォームの基盤が形成されてお
り、これを発展させてさらに統合的未来型の PI 育成システムを導入することを提案した。
本課題実施期間中に、難治疾患研究所が難治疾患に特化した全国共同利用・共同研究拠点
（難治疾患共同研究拠点）に認定された（平成 21 年度）ことから、これを契機に研究支援プ
ラットフォームをさらに拡充し、難治疾患に特化した本研究所に特徴的なテニュアトラック・
テニュア制度を構築することとして目標を修正し、実際に、学長裁量ポストを活用して次代の
難治疾患研究を担う若手研究者として TT 若手を採用した。
全学のテニュアトラック・テニュア受け皿として若手研究者インキュベーション部門が医
歯学研究支援センター内に設置されたが（平成 22 年度）
、同センターでは学長裁量経費によっ
て次世代型シークエンサーが設置されている。前記の TT 若手は、次世代型シークエンサーを
用いた研究で学位を取得した候補者を採用し、次代の難治疾患研究を牽引するものとして期待
している。なお、若手研究者インキュベーション部門は、“基礎と臨床”、
“医学と歯学”の統
合的 PI 育成システムの土台となるものとして、学内で位置づけられている。
(2) 3 年目における具体的な目標
1）当初提案では、ジュニア MTT コースとして初年度 15 名程度の若手研究者を選抜し、2、3 年目に
も追加公募し延べ 25 人程度を選抜することを企図したが、応募者を厳格に審査した結果、難治疾
患研究所のテニュア像に合う候補が 16 名であったので、採用人数は 16 名となった。16 名という
数字は約 70 名の教員運用定員からなる難治疾患研究所では 20％強に相当していることから、妥
当な割合であり、本課題実施の全期間を通じた継続的かつ十分な育成を考慮し、本課題の遂行
に支障をきたさないと判断した。なお、この研究計画の変更は、文部科学省に申請し承認された。
2) 若手研究支援プラットフォームと難治疾患リサーチリソースセンターをさらに拡充し、TT 若手（ジュ
ニア MTT フェロー）はこれらをフルに活用して研究に従事した。3 年目までに国際的な論文発表
は 37 件で、16 名の TT 若手のうち 14 名が文部科学省科学研究費補助金による研究課題が採択
された。
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3）提案通り毎年国際シンポジウムを開催した。2 回は難治疾患研究所が自主財源で開催する国際シ
ンポジウムとの共同開催とし TT 若手が運営から研究打ち合わせまで積極的に参加した。1 回は本
課題単独の開催とし TT 若手が企画から開催まですべて行った。これは、提案にあったアドミニスト
レーション参加の実施にも通じる施策であった。
4) 3 年目には国内外の一流サイエンティストによる厳正な評価を受け、シニア MTT コースへ進む 15
名程度を選抜することを提案していた。着任時期にばらつきがあり、課題開始 3 年目でシニア昇進
審査を行うことは不公平が生じると判断し、シニア審査は 4 年目の前半に行った。また、TT 若手の
メンターになっている教員はテニュア審査委員会の委員とならないこととするなど公平で透明性を
確保した審査となるように配慮した。
当初提案では採用テニュア 25 名中 15 名がシニアに昇進することとしていた。採用人数は 16 名で
あったが、当初の割合からすると 9-10 名がシニアに進むこととなる。実際に透明・公正に行ったシ
ニア審査の結果、9 名がシニアに昇進しており、計画は予定通り達成されたと考える。
(3) 実施期間終了後における具体的な目標
１） シニア MTT コースでは、ヤングメンター制度（大学院の指導）、アドミニストレーション参加（国際シ
ンポジウム・難研セミナーの開催）を提案通り着実に行い、国際的に通用する PI の育成を達成した
と考える。
２） 申請では、機関内に 5 名、機関内外の研究施設では全体の 1/2 の TT 若手がテニュアポジショ
ンに付くことを目標としていた。これに対しては、課題実施途中に、テニュア数を拡大すること、TT
若手のキャリアパスを保障すること、の 2 点についての助言があり、最大限の努力を払った。
具体的には機関内のテニュア枠確保のため全学に働きかけること、研究所内では退職教授の後
任採用人事を保留するなどとして、5 名枠から 6 名枠へ採用枠を拡大した。キャリアパスの確保に
関しては、16 名中 12 名（6 名が機関内、6 名が機関外）がテニュアポジションを獲得し、目標以上
の達成となった。残りの 4 名のうち 3 名は機関外において研究員に採用され、1 名も自主経費によ
るセーフティーネットにより機関内で研究の継続が可能となり、採用した TT 若手全員のキャリアパ
スが途切れないよう保障された。
３） ポスドク参加者の中から 1/2 程度がテニュア・トラックへとステップアップすることなどにより、テニ
ュア・トラック制度の継続・定着を達成することを提案したが、本課題でポスドクを採用しなかったの
で該当者はいない。
一方、各 TT 若手に 1 名の技術補佐員を配置したが、そのうち 2 名が本学の大学院に進学し、研
究者への道を歩むこととなった。
(4) 実施期間終了後の取組
実施期間終了後、本課題の継続として、自主財源によって新たに 2 名のテニュアトラック TT 若手を採
用した。また、100％テニュアポストを確保した上で TT 若手を採用するという前提に立った中期的な
採用計画を立てており、これに基づいて本課題を難治疾患研究所で継続することに着実に取り組ん
でいる。
また、全学波及への取り組みとしては、全学波及 WG（研究担当理事が委員長、全 5 部局から委員が
参加）で検討しており、平成 22 年度には全学 TT 若手を受け入れる若手研究者インキュベーション部
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門が医歯学研究支援センター内に設置された。平成 24 年度以降の全学テニュアトトラック採用に向
けて、各部局の特徴を生かしたテニュアトラック像を検討している。
(5) 期待される波及効果
本学では、学長のリーダーシップのもと”基礎と臨床の橋渡し研究”、”医歯学融合教育”の 2 つを重
要なミッションとして掲げている。
本課題の実施を契機に、医学部、歯学部、難治疾患研究所の間で人材の交流、共同研究が加速化
し、本学が目指す”基礎と臨床の橋渡し研究”、”医歯学融合教育”を基盤とするテニュアトラック・テニ
ュア制度の達成に大きな波及効果を及ぼしている。

8．実施期間終了後の人材養成システム改革に関する取組内容及び今後の計画の概要
(１) 現時点での人材養成システム改革に関する取組状況
難治疾患研究所には 21 の既存分野があり、教授―准教授―助教が 1-1-1 の分野ポスト体制で研究
に従事している。分野外のポストを活用することにより、独立のテニュアトラック・テニュア制を運営する
ことを計画している。
一方で、退職する教授は、分野ポストを 1 年以内にオープンにする自主努力を求めているが、必ずし
も達成できるとは限らない。このため、新任教授が自分の研究を遂行できる教員を採用できることと、
前任教授時期に採用された教員の研究活動が阻害されないことが両立できるよう、1-1-1 の分野体
制以外の定員枠を使用する制度を確立している。分野に所属しない教員は、これを独立研究教員
（フロンティア教員およびプロジェクト教員）と呼んでいる。申請時には、この独立研究教員制度をテニ
ュアトッラク・テニュア制度に移行することを提案し、今回テニュア審査に合格した TT 若手を受け入れ、
この移行はスムーズに行われているものの、数的に規模が小さいことが改善材料と考えられる。
今後、独立研究教員のうち、数年以内に定年を迎えるものが数名いるため、退職を見越して順次 TT
若手を募集することで、100%テニュアポジションを準備した上で、テニュア基準を満たせば 100%テニュ
アポジションを獲得できるテニュアトラック制度を開始した。また、同テニュアトラックポストは、本研究
所が平成 21 年度に認定された「難治疾患共同研究拠点」の遂行に資する人材であることを求めてお
り、次世代の難治疾患研究を担う若手研究者養成に適したシステム改革が着実に導入されている。
(2) 今後の人材養成システム改革に関する計画
今後の人材養成システム改革に関しては、全学波及の枠組みの中で計画を立てている。
全学では医歯学総合研究科、医学部（医学科、保健衛生学科）、歯学部、生体材料研究所、難治疾
患研究所の全部局が連携して行うテニュアトラック・テニュア制度の導入が進められており、すでに平
成 22 年度にはその受け皿として若手研究者インキュベーション部門が設置され、学長裁量経費によ
る次世代シークエンサーの導入や、全学の実験動物センター、知財センターなども再編成され、若手
研究者育成制度の受け入れ準備が順調に構築されている。
各部局のニーズに即した TT 若手の採用の予定のもと、全学対応のテニュアトラック・テニュア制度の
平成 24 年度以降の導入体制が整ってきている。難治疾患研究所は本課題を実施したことから前記の
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ように平成 22 年度から先行して難治疾患研究に対応した TT 若手を採用している。平成 24 年度以
降に全学対応のテニュアトラック・テニュア制度がスタートした際には、これと融合しつつも部局特性を
生かして運用することとしている。これにより、東京医科歯科大学がミッションに掲げる“基礎と臨床の
橋渡し研究”、“医歯学融合研究”の達成を目指せるテニュアトトラック・テニュア制度が構築される計
画となっている。
この際に、本課題で施行したジュニア MTT フェロー、シニア MTT フェローの 2 段階制度を、PDCA
サイクルによって改良した形で活用することが計画されている。若手研究者の育成を考えた場合、次
世代研究をけん引するリーダー的研究者の育成と、リーダー的研究者の萌芽の場となる若手研究者
の裾野を広げる育成の両面が不可欠と思われる。ジュニア MTT フェローは後者を念頭に置いたシス
テムであり、学位取得後のポスドク経験期間が比較的短い研究者を採用し、テニュアトトラック期間中
に一定期間の海外留学などの機会を与え、研究者として一段階上のレベルへのステップアップのた
めの養成課程とする。シニア MTT フェローは、前者のリーダー的若手研究者を念頭に置いたシステ
ムであり、生命科学領域のきわめて優秀な若手研究者を採用し、テニュア審査に合格した場合は准
教授職・教授職に就くことを想定している。
以上により、東京医科歯科大学版のテニュアトラック・テニュア制度確立が計画されている。
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Ⅳ．機関による自己評価
(1) 目標達成度
難治疾患研究所に即したテニュアトラック・テニュア制度を定着させる点では、平成 21 年度に認定さ
れた難治疾患に特化した全国共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点）と連携すること
により、次世代の難治疾患研究を担う若手人材育成システムの構築を達成した。
若手研究者支援制度としては、グラントライティングコースの実施、ヤングメンター制度による大学院
生の教育経験、アドミニストレーション参加などは着実に実施された。また、新たな研究支援室として
時代のニーズに即した「幹細胞支援室」が設置され、また将来の全学波及に向けた「若手インキュ
ーべーション部門」が全学組織である医歯学研究支援センター内に設置された。
社会情勢の変化に応じて、当初提案にあった相対的評価による競争的テニュア審査を達成度に応
じた絶対評価のテニュア審査にするよう求められた。これに関しては、テニュア枠拡大の最大限の
努力による 1 枠の拡大に加えて、シニア昇格審査でシニアに昇進できなかった TT 若手を重点的に
支援し、統括責任者・メンターと複数回にわたり面接を行うなどして外部でのテニュアポスト獲得を目
指し、結果として 6 名は外部でのテニュアポスト教員あるいはテニュア研究者ポスト、3 名は外部での
研究員ポストを獲得した。また、テニュア審査を受けることとなったシニア MTT フェローには 100％
のテニュアポストが準備された上でのテニュア審査を行うことができた。また、平成 22 年度から自主
財源で行っている TT 若手に対しては、100％テニュアポストが準備された状態での採用計画を立て
て実行している。
(2) 国際公募･選考・業績評価
国際公募・選考を実施した時点では、テニュア審査の具体的な基準が明記できなかったこと、女性・
外国籍の研究者の採用が少なかったことなどが問題であった。一方で、自機関からの採用がゼロで
あったことなどは独立性・流動性の観点からは評価できるとされた。しかしながら、本学が掲げる目標
である“医歯学融合”などを考えると、また、育成途上にある若手研究者が思い描く活躍の場の選択
肢のひとつを無条件で喪失させることの是非を考慮すると、他機関で経験を積むことの重要性に留
意しつつ、今後は研究内容・実績等の条件を満たす者については、一定の割合で自機関からの採
用を排除する必要はないと判断した。平成 22 年度から開始した自主財源による TT 若手の国際公
募では、女性研究者の積極的採用を明記するなど、改善が試みられている。
(3) 人材養成システム改革（上記(2)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
評価できる点は、TT 若手の独立性を担保した上で、研究者の経験と実績に応じてジニュア・シニア
に区分し、採用時の研究者のレベルに応じて適切と思われる個別の対応を行ったこと、テニュア自
身が国際シンポジウムを含む複数の研究集会を主催しアドミニストレーション参加の経験を積んだこ
と、7 名が他施設のテニュアポスト獲得し人材流動性を活性化したこと、などがある。一方、テニュア
審査にあたっては透明・公平・厳粛な審査基準を明文化したが、その通知時期はテニュアトラック採
用時であることが望ましく、その点では若干遅かったものと思われ、今後のテニュアトラック採用にお
いて反映させることとした。
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(4) 人材養成システム改革（上記(2)以外の制度設計に対するマネジメント）
中間評価においていくつかの問題点を指摘されたが、第 4 年度目から統括責任者がリーダー
シップを大いに発揮し、PDCA サイクルを回すための体制（全学波及 WG, 研究所の体制を
考える WG など）を立ち上げ、継続性・全学波及の道筋をつけたこと、全 TT 若手と定期的
に面接しキャリアパスを確保するための施策を行い、16 名中 12 名が機関内外のテニュアポ
ストに就き、残り 4 名も研究キャリア継続が担保されたことから、全体的に判断すると良好
なマネジメントがなされたと判断する。
(5) 実施期間終了以降の継続性・発展性
平成 22 年度から研究所自主経費により、また平成 23 年度からは学長裁量ポストを利用して、継続
的に TT 若手の採用を実施しており、学内全 5 部局（医学部、歯学部、保健衛生学部、生体材料工
学研究所、難治疾患研究所）が参加し、本学がミッションに掲げる“基礎と臨床の融合研究”、“医歯
学融合研究”に即したテニュアトラック・テニュア制度の設立へ展開しており、継続性・発展性も高く
評価できる。
(6) 中間評価の反映
テニュア枠の拡大に関しては 1 名枠の拡大を達成した。また全 TT 若手のキャリアパスの確保、自主
財源を使った継続性の担保、全学波及への道筋の明確化、ジュニア・シニアの 2 段階制度と審査基
準の明確化と、PDCA サイクルによる制度改良と全学波及への活用など、厳しい評価結果であった
中間評価において指摘された内容について、適切かつ発展的に対応できた。
(7) その他
特記事項はない。
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Ⅴ．テニュアトラック制による人材養成システム改革の実施内容
1．国際公募の状況
（1） 国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
平成 18 年度に 2 回、平成 19 年度に 1 回の通算 3 回の国際公募を実施した。公募媒体としては専門誌
（Nature 等）、ホームページあるいは Web を利用することで、国内外から公募した。
表－3 平成 18 年度第 1 回目（通算第 1 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

難治疾患研究所

公募期間

平成 18 年 7 月 1 日～10 月 31 日

公募媒体

専門誌（Nature）、ホームページ

公募費用

3,660,000 円（第 1 回目・第 2 回目を合わせて）

表－4 平成 18 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

難治疾患研究所

公募期間

平成 19 年 1 月 1 日～1 月 31 日

公募媒体

ホームページ

公募費用

3,660,000 円（第 1 回目・第 2 回目を合わせて）

表－5 平成 19 年度第 1 回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

難治疾患研究所

公募期間

平成 19 年 3 月 1 日～5 月 31 日

公募媒体

ホームページ、Web 掲載

公募費用

1,000,000 円

表－6 平成 22 年度第 1 回目（通算第 4 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

難治疾患研究所

公募期間

平成 22 年 4 月 21 日～5 月 14 日

公募媒体

ホームページ、Web 掲載

公募費用
表－7 平成 22 年度第 2 回目（通算第 5 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

難治疾患研究所

公募期間

平成 23 年 1 月 19 日～2 月 28 日

公募媒体

ホームページ、Web 掲載

公募費用
国際公募を 3 回実施したが、各回において公募期間を変更した。第 1 回目の国際公募と比較して、通算
第 2 回目・第 3 回目では本課題も周知されている上、募集人数も少なかったため公募期間を短くした。こ
れにより速やかに選考・採用審査を実施することができた。
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表－8 平成 18 年度第 1 回目（通算第 1 回目）の国際公募要領の概要〔詳細は参考 2-1 参照〕

記載項目
大項目

記載内容の概要

小項目

（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
4 ヶ月

公募期間（月数又は日数）
研究分野別の公募人数

ポスドク終了後またはこれに準ずる研究経歴（博士号取得
後概ね 10 年以内）

応募資格

募集条件

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等

書類審査とプレゼンテーション（英語）による 2 段階審査

女性研究者・
テニュアトラック期間中の
外国籍研究者
職務・
処遇等
等への配慮

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織
テニュアトラック期間中の職位及び呼称

3 大研究分野に属する 21 分野の名称
MTT フェロー（特任助教授、特任講師、特任助手相当）

テニュアトラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
テニュアトラックの任期

当学規定に従い年次更新で最長 2011 年 3 月末

テニュアトラック期間中の給与・諸手当等
女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

研究環境

スタートアップ資金

審査結果に応じて初年度最高 1000 万円まで

年間研究費

次年度以降、業績評価により傾斜配分

研究スペース

審査結果に応じて決定

利用可能な共通研究機器・設備

研究支援

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援

審査結果に応じて博士後研究員 1 名配置の有無を決定

事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準等
中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等

3．5 年目前後までに行われる競争的テニュア昇進審査

（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項

現存 21 分野以外の新研究領域のチャレンジも歓迎
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表－9 平成 18 年度第２回目（通算第２回目）・1９年度第１回目（通算第３回目）の国際公募要領改訂の有
無と改訂の概要〔詳細は参考 2-2～3 参照〕

記載項目
大項目

小項目

改訂有無
（“有”の時
○を記入）

公募期間（月数又は日数）

○

通算何回目から改訂したか及び
改訂後の記載内容の概要
（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
第 2 回目
第 3 回目

1 ヶ月
3 ヶ月

研究分野別の公募人数
ポスドク終了後またはこれに準ずる研究経歴
（博士号取得後概ね 10 年以内）

応募資格

募集条件

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募
書類審査とプレゼンテーション（英語）による 2
段階審査

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等
女性研究者・
テニュアトラック期間中の
外国籍研究者
職務・
処遇等
等への配慮

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

3 大研究分野に属する 21 分野の名称

テニュアトラック期間中の所属組織

MTT フェロー（特任助教授、特任講師、特任助
手相当）

テニュアトラック期間中の職位及び呼称
テニュアトラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
当学規定に従い年次更新で最長 2011 年 3 月
末

テニュアトラックの任期
テニュアトラック期間中の給与・諸手当等
女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

研究環境

審査結果に応じて初年度最高 1000 万円まで

スタートアップ資金

次年度以降、業績評価により傾斜配分

年間研究費

審査結果に応じて決定

研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備

研究支援

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
審査結果に応じて博士後研究員 1 名配置の有
無を決定

技術補佐員による研究支援
事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準等
中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等

3．5 年目前後までに行われる競争的テニュア
昇進審査

（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net
現存 21 分野以外の新研究領域のチャレンジも
歓迎

その他
特記事項
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表－10 平成２２年度第 1 回目（通算第４回目）の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要〔詳細は参考
2-4 参照〕

記載項目
大項目

小項目

改訂有無
（“有”の時
○を記入）

公募期間（月数又は日数）

○

通算何回目から改訂したか及び
改訂後の記載内容の概要
（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
第 4 回目

34 日

研究分野別の公募人数
分子生物学の基礎と技術を有し、幹細胞、再生、
老化やがんなどの関連分野で経験と実績を持つ研
究者で、新しい研究領域の開拓に積極的に挑戦で
きる者

応募資格

募集条件

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

女性研究者の積極的な応募を期待

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等
女性研究者・
テニュアトラック期間中の
外国籍研究者
職務・処遇等
等への配慮

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織

難治疾患研究所 幹細胞医学分野

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

助教

テニュアトラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
テニュアトラックの任期

3 年（審査の結果再任可能）

テニュアトラック期間中の給与・諸手当等
女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮

研究環境

（英文公募要領の提示を除く）

スタートアップ資金

有り

年間研究費
研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備

研究支援

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援
事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準等
中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等
（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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表－11 平成２２年度第２回目（通算第５回目）の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要〔詳細は参考
2-5 参照〕

記載項目
大項目

改訂有
無
（“有”の
時○を
記入）

小項目

公募期間（月数又は日数）

○

通算何回目から改訂したか及び
改訂後の記載内容の概要
（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
第 5 回目

41 日

研究分野別の公募人数
次世代型シーケンサーを用いたゲノム解析研究
の実績と計算科学や情報処理分野の知識を有し
解析支援業務と共に自らも難治疾患の病態解明
を目指した新たな研究領域開拓に積極的に挑戦
できる者

応募資格

募集条件
自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

女性研究者の積極的な応募を期待

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等
女性研究者・
テニュアトラック期間中の
外国籍研究者
職務・処遇等
等への配慮

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織

難治疾患研究所 ゲノム解析室

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

助教

テニュアトラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
テニュアトラックの任期

3 年（審査の結果再任可能）

テニュアトラック期間中の給与・諸手当等
女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮

研究環境

（英文公募要領の提示を除く）

スタートアップ資金

有り

年間研究費
研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備

研究支援
年次・
中間評価

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援
事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法
年次評価の方法・プロセス・基準等
中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等
（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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(2) 国際公募への応募・採用状況
平成 18 年度 1 回目は 82 名の応募があり（日本国籍 62 名、外国籍 20 名、女性 13 名）、8 名を採用
した（日本国籍 8 名、女性 1 名)。自機関所属者の採用はなかった。平成 18 年度 2 回目は 12 名の
応募があり（日本国籍 12 名、女性 1 名）1 名を採用した（日本国籍 1 名、女性 0 名）。自機関所属者
の採用はなかった。
平成 19 年度は 21 名の応募があり（日本国籍 17 名、外国籍 4 名、女性 2 名）、7 名を採用した（日
本国籍 7 名、女性 0 名）。自機関所属者の採用はなかった。
平成 22 年度は自主財源による TT 若手採用のための公募を行い、1 回目は 2 名の応募があり（日
本国籍 2 名、女性 0 名）1 名を採用した（日本国籍 1 名、女性 0 名）。1 名は自機関所属者であった。
2 回目は 2 名の応募があり（日本国籍 2 名、女性 0 名）、1 名を採用した（日本国籍 1 名、女性 0 名）。
自機関所属者の採用はなかった。
表－12 国際公募への若手研究者応募状況（自主的取組を含む）
内数
採用年度
（平成）

応募者数

公募
人数

公募分野
基礎医科学研究

単位：人、 （ ）内は女性の

総数

日本国籍

外国籍

女性

9

94

74（13）

20（1）

14

9

94

74（13）

20（1）

14

7

21

17（1）

4（1）

2

7

21

17（1）

4（1）

2

2

4

4

2

4

4

18

119

95（14）

24（2）

16

18 年度
小計
19 年度

基礎医科学研究
小計

21 年度

小計
基礎医科学研究

22 年度
小計
合

計

表－13 選考・採用段階別の若手研究者数（自主的取組を含む）
応募者数
119

(14)

(2)

[80]

[20]

16

40

5

18

(5)
[1]

[34]

1

(1)
[15]

[4]

18

女性

24

外国籍

95

18
日本国籍

対象数：

採用者数
女性

対象数：18

外国籍

対象数：40

日本国籍

対象数：119

女性

【****】

外国籍

【書類審査】
日本国籍

【面接審査】
女性

[1]

【書類審査】

外国籍

[20]

審査（ｎ）

日本国籍

[80]

審査（3）

女性

(2)

審査（2）

外国籍

(14)

16

審査（1）

日本国籍

24

女性

外国籍

日本国籍
95

単位：人、（ ）内は女性の内数

1

(1)
[0.4]

[15]

[0.4]

注 1：【 】内には審査の方法等を記入して下さい。
注 2：[ ]内は応募者数に対する比率（％）
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表－14 年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）

18 年度

19 年度

5

9

9

1

小計

94

74

20

14

27

27

5

9

9

1

基礎医科学

21

17

4

2

9

9

7

7

21

17

4

2

9

9

7

7

4

4

4

4

2

2

38

38

18

18

研究

研究

小計
21 年度

女性

27

数

外国籍

27

数

総

日本国籍

14

数

総

女性

20

基礎医科学

総

外国籍

74

分野

日本国籍

94

公募

女性

（平成）

面接審査通過

外国籍

年度

書類審査通過

日本国籍

応募者

採用

単位：人、（ ）内は女性の内数

小計

22 年度
小計
合

計

119

24

16

5

1

(3) 国際公募に当たっての女性研究者や外国籍研究者への配慮
本学の文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」プログラム（平成 20～
22 年度）と連携して、平成 22 年度の自主的取組（自主財源による公募）では、女性研究者支
援女性研究者の採用を奨励した。

2．選考・採用審査とその結果
(1) 選考・採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
審査方法は、3 段階で書類審査、面接審査、書類審査を行った。審査委員は、20 名の機関内審査委
員、26 名の海外審査委員、3 名の国内機関外審査委員からなる。海外審査員は第 1 次の書類審査のみ
に参加し、国内機関外審査委員は第 3 次の書類審査のみに参加した。
選考基準は、①シニアとして研究グループを率いる能力、②ジュニアとして研究を進める能力、③5 年
以内にテニュア相当に採用される可能性、④研究計画の MTT フェロー制度への適性、⑤採用後の難研
への貢献の可能性、⑥これまでのサイエンスとしての重要性、⑦これまでの研究の難治疾患としての重
要性、⑧これまでの研究の独創性、⑨これまでの研究発表の実績、⑩これまでの研究費の獲得実績、⑪
今後の研究の独創性、⑫今後の研究の実現性、⑬人を率いていく能力、⑭チームの中での協調性、⑮
会話の上での理解力、⑰既にリーダーシップをとっていると判断される要素のレベル、の 17 項目に点数
をつけ、シニアとして採用すべきか、ジュニアとして採用すべきかを決定した。
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表－15 TT 若手の選考・採用の体制（部局・研究分野等：難治疾患研究所）
選考委員等の構成（人）

選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
第 3 次選考
最終選考

自機関内
執行部

書類審査
面接審査
書類審査（承認）

1
1
1

関係部局

自機関外
その他

19
11
19

国内

海外
26

3

(2) TT 若手の選考・審査に当たっての国内外の機関外第三者の役割等
国外の機関外第三者には、応募者の研究領域における欧米の一流の専門家に専門的視点からの
絶対評価と欧米の独立若手研究者との相対評価をいただいた。国内の機関外第三者としては、
当研究所の諮問委員を中心に研究能力、将来性、当研究所における適性など大局的観点より評
価をいただいた。
(3) 採用者の状況
平成 18 年度の公募では、①9 名採用、②9 名全員が日本国籍、③8 名が男性、1 名が女性、④自
機関者数 0、⑤自校学位授与者 0、であった。
平成 19 年度の公募では、①7 名採用、②7 名全員が日本国籍、③7 名全員が男性、④自機関者数
0、⑤自校学位授与者 1、であった。
平成 22 年度の公募では、①2 名採用、②2 名全員が日本国籍、③2 名全員が男性、④自機関者数
1、⑤自校学位授与者 0、であった。
表－16 ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用
年度
（平成）

単位：人

採用人数

難治疾患研究所

9

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）
自機関
日本
外国籍
女性
学位
国籍
直前職
授与
9[100]
1[0.6]

小計
難治疾患研究所

9
7

9[100]
7[100]

小計

7

7[100]

部局等

振興調整費

で採用

自主経費
で採用

18 年度
1[0.6]
1[0.6]

19 年度
1[0.6]

21 年度
小計
難治疾患研究所

1

1[100]

1

17[100]

22 年度
小計
合計

16

1[0.6]

1[0.6]

(4) 女性研究者・外国籍研究者の採用目標の達成状況
女性研究者・外国籍研究者の当初の採用目標はそれぞれ 20％程度であったが、より高レベルのＴＴ
制度の確立を目指して応募者の業績と当研究所における適性（難治疾患研究）を優先して選考・採
用をした結果、当初の数値目標を達成できなかった。
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3．TT 若手の研究環境の整備内容
(1) TT 若手の所属・研究室等
採用当初のシニア MTT フェローには既存分野とは独立した研究スペース 100 ㎡（居室を含む）を付
与した。 ジュニア MTT フェローには、メンター教授の分野内に研究スペース（居室を含む）を付与し、
分野内の研究機器の利用などの支援を行ったが、研究テーマの選択、論文のコレンスポンデンス・オ
ーサーシップ、テクニシャンの占有、分野内の研究スペースの占有など、研究内容と研究スペースの
両面で独立性を保つ施策を行った。
(2) TT 若手へのメンター等の配置状況
① メンター等が持つべき資質、②メンター等の選考基準、③メンター等の指名プロセス：各 TT 若手の研
究領域に最も精通している当研究所の分野教授より、当研究所教授会（MTT 推進委員会）において
メンター1 名、アドバイザー1 名を選考した。
④ メンター等による TT 若手の指導・助言内容：メンターは研究の進捗・方向性を随時アドバイスし、メン
ターの分野内セミナーにて発表・議論の機会を与えた。各 TT 若手の適性・希望に合わせて将来の
キャリアパスについて相談にのった。
⑤ TT 若手の年次評価・中間評価・テニュア審査におけるメンター等の役割：年次評価・中間評価・テニ
ュア審査に向けて研究活動に関する助言・指導をするものの、審査の公平性を担保するために実際
の年次評価・中間評価・テニュア審査には関与しなかった。
⑥ メンター等相互の意識統一の仕組み：ほぼ月 2 回開催される当研究所教授会（MTT 推進委員会）に
て重要な案件については議論して意識統一を図った。
(3) TT 若手の自立性確保の状況
TT 若手の所属はシニアあるいはジュニアにかかわらず MTT フェローとし、現行の分野とは
独立した組織に所属させた。TT 若手の自主性を重視し、自身が選んだ研究テーマを継続・実
施させ、研究成果の発表においては責任著者（コレスポンデンス・オーサー）とした。
(4) 共通研究機器・設備の整備と活用状況
共通機器は、本課題開始時には 7 つの大学院教育研究支援実験施設（ゲノム解析室、細胞プロ
テオーム解析室 遺伝子組換えマウス実験室、形態機能解析室、バイオリソース支援室、構造
解析室）が設置されていた。これに加えて、本課題の実施期間中には、平成 18 年度に本プロ
ジェクト予算で整備した MTT 共通機器室（共焦点レーザー顕微鏡、低酸素ワークステーショ
ン、FACS などを設置）、平成 22 年度には自主財源で幹細胞支援室を整備し、同平成 22 年度
には全学波及を視野に入れて全学的 TT 若手受け皿を予定している医歯学研究支援センターに学
長裁量経費で次世代型シークエンサー（イルミナ）を設置した。
MTT 若手はこれらを活用して十分な成果を上げており、具体例をいくつか提示すると；
・ゲノム解析室を活用して、Cell 2010;141:142-153
・細胞プロテオーム解析室を利用して、Nat. Commun. 2011;2:308
・低酸素ワークステーションを利用して、Exp. Cell Res. 2011;318:2871-2882
・FACS を利用して、Proc. Natl. Acad. Sci. (in revision)
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・共焦点レーザー顕微鏡を利用して、EMBO Mol. Med. 20113:1-14
などがある。また、低酸素ワークステーションは、TT 若手が独自に設計した日本でも唯一の機器であ
り、学内および学外からも共同実験として同機器が有効に活用されていることは特筆に値する。
表 17 にあるようにスタートアップ資金、年間研究費に比較的大きな幅があるが、これはシニア MTT フ
ェローとジュニア MTT フェローの違い、達成度に応じたインセンティブの有無による。また研究スペー
スの違いはシニア MTT フェローとジュニア MTT フェローの違いによる。
表－17 ＴＴ若手の研究環境等の整備状況（自主的取組を含む）
研究環境の整備状況
研究環境（所属・研究室等）

難治疾患研究所

メンターの配置等

メンター、副メンター：各 1 名
技術補佐員：1 名

ポストドクター等の人的研究支援

研究

スタートアップ資金

資金

年間研究費

研究スペース
共通研究機器・設備

150～900 万円／人
250～950 万円／人・年
研究室：12～50 ㎡，実験室：12～50 ㎡，
8 共同施設（分離装置、保存装置、解析装置等）

4．TT 若手の育成施策とその内容
(1) TT 若手の研究活動状況
赴任後の TT 若手の成長は目覚ましく、その外部資金の獲得状況にも反映されている。平成 19－22 年
度の研究費を科学研究費補助金と民間助成金の 2 点から、研究所の一般教員（准教授および助教）と
比較した。その結果、平成 19 年度の TT 若手 1 人当たりの平均獲得高は、科学研究費補助金／民間研
究助成金がそれぞれ 82 万円／65 万円であり、一般教員の 235 万円／69 万円に劣っていた。しかしな
がら、グラントライティング講義を受けた後の平成 20 年度にはほぼ同等の獲得高に至り（平成 20 年度：T
T 若手 131 万円／190 万円、一般教員 236 万円／42 万円）、平成 21 と 22 年度には TT 若手の研究費
獲得高は一般教員のそれを上回るに至った（平成 21 年度：TT 若手 122 万円／226 万円、一般教員 17
9 万円／51 万円、平成 22 年度：TT 若手 230 万円／185 万円、一般教員 147 万円／69 万円）。テニュ
アポジション獲得に向けて、研究業績のみならず外部資金獲得の重要性の認識が高まった成果であると
判断される。
(2) TT 若手の優れた研究業績と機関への貢献
TT 若手は本課題実施期間中に総計で 78 の論文を発表し、中でも
Cell (2010;141:142-153), Nat. Commun. (2011;2:308), Exp. Cell Res. (2011;318:2871-2882), J.
Neurosci. (2010;30:14091-14101), J. Biol. Chem. (2010;285:19193-19204), Proc. Natl. Acad.
Sci (in revision), EMBO Mol. Med. (20113:1-14)
などの一流雑誌にも論文を発表し、2 つのプレスリリースも行われた。
TT 若手の本機関への貢献としては、
1. 低酸素バイオロジーという新たな分野を立ち上げ、本研究所が認定された共同研究拠点の枠組
みの中で学内・学外との共同研究を立ち上げた。
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2. これ以外にも医学部、歯学部との共同研究が複数立ち上がり、1 名は医学部に平成 23 年度に整
備された不整脈センターのテニュアポストを獲得し、本研究所の基礎研究成果を生かしたトランスレー
ショナル研究の展開に貢献している。
3. 自主財源では計画的に本研究所の重点課題の MTT 若手を採用した。1 名は幹細胞研究者を採
用し、これに合わせて新たな大学院教育研究支援実験施設、幹細胞支援室、の立ち上げに貢献し
た。もう 1 名は、次世代シークエンサーを用いたゲノム研究者を採用し、学長裁量で設置した
次世代型シークエンサー（イルミナ）の運用に貢献している。
(3) TT 若手の教育能力の育成施策
当初の申請では、大学院のみ併設された研究所単独の申請であったため学部の授業の担当が
なく、ヤングメンター制度の枠組みで大学院の研究指導のみ行うこととした。また、大学院
の指導は、シニア審査に合格したシニア TT 若手のみが行うシステムをとった。ヤングメン
ター制度のもと、下記の教育実績が得られた。
・修士学位 1 名
・博士学位 1 名
・学位以外の大学院生の論文指導 15 編
本課題実施途中のシンポジウム等で積極的に教育経験の奨励が、文部科学省・他大学から提
唱されたことを受けて、研究への障害とならない範囲でシニア TT 若手には授業担当を認め
ることとし、計 3 回の授業を担当した。
表-19 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士前期課程、修士課程等】
（自主的取組を含む）
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局等
難治疾患研究所

TT 若手
准教授

教員数
研究指導認定済み教員数

講師

単位：人

一般（テニュア）教員
助教

教授

准教授

13

3

20

23

8

1

20

23

講師

助教

1

21

表-20 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士後期課程、博士課程、後期 3 年博士課程等】
（自主的取組を含む）
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局等
難治疾患研究所

TT 若手
准教授

教員数
研究指導認定済み教員数

講師

単位：人

一般（テニュア）教員
助教

教授

准教授

13

3

20

23

8

1

20

23

講師

1

助教

21

(4)本課題で目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
グラントライティング講習会（通算 4 回）として、大型予算獲得の実績のある教員より予算獲得
に関する講習を受講させた。アドミニストレーション参加として、国際シンポジウムや難研 MTT
セミナー（通算 7 回）の企画・実施などを通して当研究所の運営の一端を経験させるとともに、
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講演者として国内外の一流の研究者とのやり取りを経験させた。ヤングメンター制度として、TT
若手はメンターの指導の下、チームにおいて大学院生の研究活動を指導に従事させた。アウトリ
ーチ活動（通算 2 回）として、難研 FD に参加させた。また、シンポジウム（通算 1 回）の開催
に際して、海外研究者との交流を奨励した。

5．機関としてのＴＴ若手支援体制
(1) 機関としての組織的な TT 若手支援体制
管理部門としては、MTT 事務局を設置して専属の事務補佐員を常時 1～2 名配置し、当研究所
事務部と連携して事務支援体制を確立した。学内外の関連の事務手続き（出張手続き、教育研
究支援実験施設の使用手続きなど）
、物品発注などの支援を行った。
研究支援部門としては、既存の大学院教育研究支援実験施設（ゲノム解析室、細胞プロテオー
ム解析室 遺伝子組換えマウス実験室、形態機能解析室、バイオリソース支援室、構造解析室、
幹細胞支援室）で備品説明会・講習会（通算 9 回）を開催し、TT 若手の研究活動を支援した。
(2) TT 若手のライフイベントに対する施策
該当する事例がなかったが、、科学技術振興調整費女性研究者支援モデル委託事業として本学で
実施している施策である「女性研究者の革新的支援」による支援等の準備は為されていた。具体例を
1 つ挙げると、“わくわく保育園”が学内に設置され出産後の研究復帰への支援を行っている。

6．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）等のキャリアパス支援
(1) TT 若手へのキャリアアップ施策の実施状況
採用された TT 若手は全員がアカデミアにおけるキャリア志望であったため、学内のみならず学外にテ
ニュアポストの公募があった場合には、これらの情報提供を行ってきた。所長が主催する研究交流会合
には毎回全員が出席し、活発な質疑が行われた。また定期的に、所長が個人面談を行い、個別指導と
ともに希望調査を行ってきた。これらの結果、任期期間中に、3/4 の TT 若手がテニュアポストの獲得に
成功した。
(2) TT 若手への救済措置（Safety Net）
学外の教授・部長職を希望する意欲的な TT 若手 1 名のキャリアパスが期間内に決まらなかったため、
自主財源によってセーフティーネットとして特任講師ポジション（任期 1 年、再任なし）を用意した。
(3) TT 若手の研究支援員（ポストドクター）等のキャリアアップ施策等
任期途中で他機関のテニュアポジションを獲得した TT 若手付きの技術補佐員、事務補佐員に対して
は、本人の希望を聞いて、研究所内の研究室への異動、あるいは人材派遣会社を紹介し、他機関の
職場に勤務できるように支援した。実施期間終了後の技術補佐員に対しても同様の支援を行った。こ
れらのキャリアアップ施策の結果、全員が職場の確保に成功した。
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(4) TT 若手の転出・辞職（テニュア審査以前）の状況
TT 若手が実施期間の満了を待たずしてテニュアポストを獲得することは、その能力・実績が優秀な証と
考えている。それゆえ、キャリアアップとなる TT 若手の転出は、むしろこれを支援した。
本課題終了前に使用可能となる 2 枠に関しては、当初は最終年度にまとめてテニュア審査を行うことを
予定していたが、TT 若手の達成度が予想以上であったため、前倒しで随時テニュア審査を行い、2 名
を機関内テニュアポストに採用した。

7．年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(1) TT 若手の年次評価等の体制
平成 19 年度および平成 20 年度の年次評価は、TT 若手の研究進展を支援する目的から、研究所内
の教授全員によって評価し、前向きに改善点を指摘した。
シニア評価は、公正かつ厳密であることを優先し、TT 若手のメンターとなっていない教授からなる選
考員会による評価を行った。
テニュア審査もシニア審査と同様に、審査委員会（選考委員会）にはメンター教授が入らないこととし
て実施した。
表－22 TT 若手の年次評価の体制
評価委員等の構成（人）

評価の内容
（書類評価、
面接評価等）

自機関内
執行部

関係部局

年次評価－1

書類評価

1

16

年次評価－2

面接評価

1

16

自機関外
その他

国内

海外
26

(2) TT 若手の年次評価の基準・方法
書面審査と口頭発表によって、業績を評価した。
(3) 年次評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
年次評価においては、メンター教授やアドバイザー教授の意見を取り入れた評価を行った。また、TT
若手全体について、アドバイザリー委員会で評価した。
(4) TT 若手の年次評価結果
研究期間もかなり違うので、点数をつけずに研究の進捗状況を検討し改善のアドバイスを中心とし
た。

8．中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(1) TT 若手の中間評価の体制
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TT 若手のメンターとなっていない教授によって構成される評価委員会によって、第 1 次段階は書類
評価、第 2 段階は面接評価を行った。
表－24 TT 若手の中間評価の体制
評価委員等の構成（人）

評価の内容
（書類評価、
面接評価等）

評価の段階

自機関内
執行部

関係部局

第 1 次段階

書類評価

1

7

第 2 次段階

面接評価

1

7

第 3 次段階

面接評価（承認）

1

19

自機関外
その他

国内

海外

3

(2) TT 若手の中間評価の基準・方法及び策定方法
中間評価（シニア審査）においては、アドバイザリー教員ではない８名の教員からなる所内審査委員
会による書類評価とプレゼンテーションにより業績（英文原著論文、英文著書・総説、学術集会発表、
特許、受賞、外部資金の獲得状況）、将来性・独立性、難治疾患研究への貢献等を考慮して、各
TT 若手の研究の進捗状況と将来のテニュアポスト獲得の可能性を評価することとした。中間評価の
基準・方法は MTT 推進委員会が協議の上で策定した。TT 若手による評価結果への異議申し立て
が可能な審査制度としたが、TT 若手からの異議申し立てはなかった。
表－25 TT 若手の中間評価の評価基準・方法等（詳細は参考 3 参照）
評価基準
1．業績（論文、外部獲得資金）
2．将来性、独立性
3．その他（難治疾患研究への貢献等）
評価方法
1． 書類評価
2． プレゼンテーション
中間評価の実施年月日

平成 21 年 6 月 16 日、17 日

研究活動業績の項目
英文原著論文、英文著書・総説、学術集会発表、特許、受賞、外部資金の獲得状況
(3) 中間評価の体制・基準・方法等の TT 若手への周知時期・方法
平成 21 年 5 月 11 日、6 月 4 日の 2 回、説明会を行い周知を行った。
(4) 中間評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
公正かつ厳密な評価を行うため、メンターは中間評価には関与しなかった。
(5) TT 若手の中間評価結果
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数字表記による絶対評価（シニア MTT フェロー候補者と判断できるか否か）とアルファベット表記による
相対評価（全体における順位付け）により 14 名の TT 若手の中間評価を行った。これにより 9 名のシニア
MTT フェロー候補者を選出した。中間評価結果は MTT プログラム推進委員 1 名以上の同席の上、個別
面談にて上記の評価内容とともに個別の研究に対するコメントを連絡・指導した。TT 若手による評価結
果への異議申し立てが可能な審査制度としたが、TT 若手からの異議申し立てはなかった。

9．テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(1) TT 若手のテニュア審査の体制
TT 若手のメンターとなっていない教授から構成される審査委員会で、第 1 次段階は書類審査、第 2
段階は面接審査を行った。さらにこの審査結果の適正性を、多くの実績を有する外部有識者 3 名で
構成される評価委員会に判断して頂いた。
表－27 TT 若手のテニュア審査の体制
審査委員等の構成（人）

審査の内容
（書類審査、
面接審査等）

審査の段階

自機関内
執行部

関係部局

第 1 次段階

書類審査

1

6

第 2 次段階

面接審査

1

6

第 3 次段階

書類審査（承認）

1

19

自機関外
その他

国内

海外

3

(2) TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法及び策定方法
テニュア審査においては、TT 若手のメンターとなっていない教授から構成される審査委員会による書類
審査とプレゼンテーションにより業績（英文原著論文、英文著書・総説、学術集会発表、特許、受賞、外
部資金の獲得状況）、将来性・独立性、難治疾患研究への貢献等を考慮して、TT 若手（シニア MTT フ
ェロー）の研究の進捗状況とテニュアポスト付与の可否を審査することとした。テニュア審査の基準・方法
は MTT 推進委員会が協議の上で策定した。TT 若手による審査結果への異議申し立てが可能な審査制
度としたが、TT 若手からの異議申し立てはなかった。
表－28 TT 若手のテニュア審査の基準・方法等
審査基準
1．業績（論文、外部獲得資金）
2．将来性、独立性
3．その他（難治疾患研究への貢献等）
審査方法
1． 書類評価
2． プレゼンテーション
テニュア審査の実施年月日

平成 22 年 6 月 4 日、11 月 30 日

（別途分野公募 3 回）

研究活動業績の項目
英文原著論文、英文著書・総説、学術集会発表、特許、受賞、外部資金の獲得状況
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(3) テニュア審査の基準・方法等及び用意した職位別テニュアポスト数の TT 若手への周知時期・方法
説明会：平成 21 年 12 月 25 日、平成 22 年 2 月 10 日、4 月 9 日 計 3 回
(4) テニュア審査におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
メンターは、TT 若手の研究進展に積極的に関与した。そこで、テニュア審査の準備の指導に
も同様に関与したが、審査の公平性を保つために審査には参加しなかった。
一方、アドバイザーは客観的立場からのサポートを行ったので、テニュア審査の準備には参加
せず、テニュア審査には委員として参加した。
(5) TT 若手のテニュア審査結果
６名の TT 若手（シニア MTT フェロー）のテニュア審査を行った。これにより６名がテニュア教員候補たり
得る者と判定された。結果は書面にて通知し、詳細は所長および TT 推進委員による面談で周知した。
TT 若手による評価結果への異議申し立てが可能な審査制度としたが、TT 若手からの意見聴取はなか
った。
表－29 テニュア率の計画及び実績（自主的取組を含む）

TT 若手の採用数、自機関テニュア採用数 等
①

本課題の実施期間終了までにテニュア審査を行う予定で
採用した職位別 TT 若手の人数
② ①で採用した TT 若手の中間評価結果等を基に、実施期間
途中で自機関テニュア職に採用した職位別 TT 若手の人数
③ ①で採用した TT 若手のうち、本課題によるテニュア審査
を受けずに自機関に採用、他機関に転出又は辞職した職位
別 TT 若手の人数
④ 本課題の実施期間終了時にテニュア審査を受けた職位別
TT 若手の人数
⑤ 実施期間終了時のテニュア審査によって自機関のテニュ
アとしての資格があると判定された職位別 TT 若手の人数
⑥ 実施期間終了とともに自機関のテニュア職として採用し
た（採用できた）職位別 TT 若手の人数

テニュアポストの職位別ポスト数 等
A ①で採用した TT 若手の国際公募時に用意してい
た職位別テニュアポストの数
B ②で自機関のテニュアポストに採用した TT 若手
のテニュア職の職位別人数
C ⑥での実施期間終了とともに自機関のテニュア職
に採用した TT 若手のテニュア職の職位別人数

助教

講師

合計

准教授

4

12

0

16

1

1

0

2

1

8

0

9

2

2

0

4

2

2

0

4

1

2

0

3

助教

講師

准教授

教授

3

0

3

0

1

0

1

0

2

0

3

0

テニュアポスト準備率、転出・辞職率、自機関のテニュア採用率 等
【１】 テニュアポスト準備率〔％〕
（A の合計）／（①の合計）

【２】 実施期間中の最終テニュア審査前の転出・辞職率〔％〕
（③の合計）／（①の合計）

【３】 テニュア資格付与率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑤の合計）
｝／｛（②の合計）＋（④の合計）
｝

【４】 自機関のテニュア職への採用率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑥の合計）
｝／（①の合計）

37.5％
56.3％
100％
31.3％

(6) 自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
本学では、大学の規則に教員の任期が制定（参考 9,10）されているため、テニュア職にも任期を付し
ている。准教授・講師は 4 年任期で再任回数は 2 回、合計 12 年間の年数であり、助教は 3 年任期で
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再任回数は 2 回、合計 9 年間の年数である。採用した准教授は独立研究室（フロンティア研究室）と
して、研究所の規程の運営費に加えて、所長裁量経費で初年度はスタートアップ資金をプラスした運
営費を配分した。研究所ホームページへの研究室掲載、大学院生指導を可能とし、独自の研究の展
開を保障した。

10．自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況と処遇・動向
(1) テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況
該当者無し
(2) テニュア審査が不合格で自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の処遇・動向
テニュア審査が不合格となった者はいない。テニュア審査を受けず、他機関にて独立したテニュア
ポストの獲得を目指していた 1 名のキャリアパスがまだ決まっていないが、事前に準備しておいたセ
ーフティーネット枠を利用して、研究所の独自財源により特任講師として雇用（1 年任期、再任なし）
している。
(3) テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の処遇・動向
該当者無し

11．機関の人材流動性への配慮
本研究所においては、平成 12 年度（本課題開始前）から、新任教員、および既存の教員で任期制に
同意したものについて、すべて審査を経て再任可能な任期制（再任回数は准教授・講師・助教とも 2 回
まで）を取っており、助教は 3 年、准教授・講師は 4 年、教授 5 年ごとに再任審査を行っていた。これに
より、5 年間で約 1/3 の教員が入れ替わる流動性が達成されていた。
これとは別に、本学では大学全体に係る教育・研究活動評価システムを構築し、これに基づいて平成
21 年度より全教員が毎年教員活動評価を受けている。
上記 2 つの教員評価システムを両立させること、および本課題を行ったことを反映して、研究所におけ
る人事評価システムを改善することとした。主な変更点は、書類審査と面接審査による再任審査を経て
再任を可とされたものは、毎年の教員活動評価が概ね良好である場合は再任評価を簡素化できるよう
に任期制・再任審査制を改定した。これを、任期付きの本学版のテニュア制と位置付けることとした。

12．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
本課題での経験を、テニュアトラック・テニュア制の継続性・全学波及につなげるために PDCA サイクル
を下記のように活用した。
Plan=本課題の立案
Do=本課題の実施
Check=研究担当理事を委員長とする全学波及ワーキンググループで検討
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Action=これをもとに、全学でテニュアトラック・テニュア制を企画して、研究所では平成 22 年度より次
期テニュアトラック制度を開始した。

13．本課題に関する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
国際シンポジウムを毎年開催し、初年度、3～5 年次は難治疾患研究所が開催する駿河台シンポジウム
と共同開催の形で行った。2 年次は TT 若手が独自に企画・開催する形で行った。5 年次には、文部科学
省・JST の担当者、本プログラムに採択されているあるいは申請を計画している他大学の関係者も参加し
て総括シンポジウムを開催した。TT 若手企画・主催による難研セミナーを計 7 回開催し、国内外研究者
との交流を図った。4 年次には学内の大学院セミナーで TT 若手が発表し、学内への本課題の周知を図
った。5 年次には市民講座を開催し、一般市民への本課題の情報発信を行った。高大連携プログラムの
一環として毎年行われる高校生（5 年間で延べ 11 回）の研究室訪問において、本課題の情報発信を行
った。以上を通じて、学内、国内外生命科学研究者、国内大学関係者、高校生、一般市民への本課題
の情報発信は一定の波及効果を上げたものと考える。
表－32 情報発信・アウトリーチ活動等の開催件数（自主的取組を含む）
年度

イベント

広報活動

単位：件

マスコミ報道

18 年度

2

3

19 年度

5

1

20 年度

6

21 年度

8

22 年度

11

その他

1

1

2

(1) 構成員への説明状況
数回にわたり全教授を集めてテニュアトラック制について説明を行い、これをもとに教授から
所属分野の構成員に対して説明を行った。
(2) 構成員へのアンケート調査等による周知状況
上記の方法により、研究所が一丸となって本プロジェクトを推進することが、研究所全構成員
に対して十分周知されていると考える。
さらに、毎年全構成員（教員だけでなく、事務員、技術補佐員、大学院生も含む）を対象とす
る意見交換会を行い、その場で TT 若手の研究内容の紹介も行い、全構成員に本課題の趣旨が
周知されるように努めた。
(3) 機関内外への波及効果等
全学への波及効果としては、全学を対象とした TT 若手の研究紹介の場を持つことができ、医学部でテ
ニュアポストを獲得したものが 1 名あった。また医学部・歯学部両方の臨床教室と複数の共同研究がス
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タートし、本学の目指すテニュアトラック・テニュア像である「基礎と臨床との橋渡し」、「医歯学融合」の 2
つを達成することができた。
学外への波及効果としては、平成 22 年度 2 月に行ったシンポジウムで、医学系研究所が単独部局とし
て行ったテニュアトラック・テニュア制という本課題の経験と問題点を含めて紹介することができ、医系を
主体とした他大学における本プログラムの参考となった。
また、地域への社会的貢献として、TT 若手を含む若手研究者による市民講座を平成 22 年度 2 月から
定期的（年 4 回）に開始した。高校生から定年後の方まで多くの参加者を得ることができ、地域住民にも
生命科学研究の成果を周知することができた。
また、アウトリーチ活動として行った TT 若手による難研セミナー開催などを通して、TT 若手と学外研究
者との共同研究が複数開始した（例、東京大学薬学部、早稲田大学先進理工学部、筑波大学医学部、
浜松医科大学医学部など）

14．実施期間終了までの資金活用実績
TT 若手着任時、並びにテニュア昇進時に所長裁量経費でスタートアッップ資金を提供することとした。
また、本課題を実施した経験から、共同利用施設の整備が若手研究者の自立的研究展開にきわめて
重要であると認識したため、共同利用研究施設の機器整備の充実を図ることとした。また、平成 22 年度
には、新たに「幹細胞支援室」の設置と技術職員の配置を行い、若手研究者による再生研究の支援体
制を整えた。
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表－33 実施期間終了までの資金活用実績
振興調整費(百万円)

自主経費(百万円)

人件費

7 (TT 若手：8 名)

研究費

208

その他の経費

65

人件費

89 (TT 若手：16 名
その他：16 名)

研究費

139

その他の経費

68

人件費

139 (TT 若手：16 名
その他：16 名)

研究費

61

その他の経費

60

人件費

104 (TT 若手：14 名
その他：14 名)

研究費

81

その他の経費

55

人件費

90(TT 若手：11 名
その他：11 名)

18 (TT 若手：1 名、その他：3
名)

研究費

71

1

その他の経費

49

297

1 年目
（18 年度）

2 年目
（19 年度）

3 年目
（20 年度）

4 年目
（21 年度）

5 年目
(22 年度)

1

1

1

注） 年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで下さい。
15．総括責任者のリーダーシップ
（１） 国際公募
研究所にとり優秀なトップクラスの若手研究者をリクルートするために、国際専門誌（Nature）と研
究所ホームページを媒体として、より広くオープンな国際公募を行った。特に、nature 誌への広告
は総括責任者の判断で行い、その結果、計 115 名の応募があり、採用した 16 名のうち 10 名が海
外ポスドクであった。さらに、総括責任者のリーダーシップにより、学内からの応募を排除したが、そ
の利点は世界の多くの研究機関から採用できたこと、マイナス点はスタート時用意したポストの数が
極めて少なかったため、ＴＴ若手のキャリアパスの確保に苦労した点である。しかしながら、最終的
には、1 名を残して 15 名が研究ポストを獲得できたことは総括責任者とコア推進メンバーの尽力に
よる。外国人の応募はあったが、残念ながら相応しい候補者が見当たらず採用には至らなかった。
（２） 選考・採用審査
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透明性と公平性の高い選考を行うために、総括責任者のリーダーシップにより 3 段階の選考を行っ
た。特に、国際公募であることとリンクさせる意味で海外研究者による評価・推薦を必要としたことに
より、海外から申請した多数の邦人 TT 若手の採用につながった。
（３） TT 若手の研究環境整備
他機関でも同様であると思われるが本研究所のスペースも決して潤沢ではない。かつ本課題がスタ
ートした 18 年度はプロジェクト・フロンティアの独立教員制を立ち上げており、TT 若手採用時のス
ペースはさらに余裕がない状態であった。そこで、学内でスペースを探し改装を行い、TT 若手（シ
ニア MTT フェロー）には 100 ㎡程度の研究スペースを付与することができた。しかし、全員への独
立スペース付与は不可能であったため、各 TT 若手の研究領域に最も適した各分野内に TT 若手
（ジュニア MTT フェロー）の研究スペースを確保した。このことは、TT 若手が孤立せず研究所内の
教員とのコミュニケーションを確保することにつながり、最終的なＴＴ若手のキャリアパスにプラスであ
った。生命科学系の研究者にとってややもすると孤立しかねない独立環境は避けて良かったと総
括している。TT 若手の研究環境整備の点では、総括責任者のリーダーシップによって、研究所内
共通の研究支援室使用の一定額を研究所の自主経費（所長裁量経費）で負担、それ以外の受託
経費も所内教員と同額とした。3 年目の終わりには、大学研究棟の新築に伴いシニア MTT フェロ
ーのスペース移転を行ったが、シニア MTT フェロー自身に新しい研究室の設計を行わせた。これ
もすべて総括責任者のリーダーシップによる。
（４） TT 若手の育成施策
育成前期（18－20 年度）と後期（21－22 年度）とに分けた施策を実施した。前期の施策（アドバイ
ザリー委員会による年次評価、書面によるアドバイス、競争的研究費獲得のための「グラントライティ
ング」（計 4 回）、大学院生や卒業研究生を教育指導するための「ヤングメンター」制度（計 38 名の
大学院生指導実績）、国際シンポジウムの企画と実施（平成 20 年度）、難研 MTT セミナーの主催
（計 7 回）、本学医歯学総合大学院セミナーの開催（平成 21 年度）、難研 FD（ファカルティーディ
ベロップメント）は予定通りであった。一方、中間評価終了後の後期は、シニア審査、テニュア審査、
および TT 若手のキャリアパスの確保を育成施策の中心に据え、総括責任者のリーダーシップのも
と TT 若手に対する情報連絡会、総括責任者との個別面談を行い TT 若手との情報交換、意思疎
通を図った。結果、16 名中 15 名のキャリアパスの確保が出来た。
（５） 機関としての TT 若手支援体制
本課題の経費によって事務補佐員を採用し、MTT 事務局による TT 若手の競争的研究費の申請
などを支援した。テニュアではないＴＴ若手が大学院生、卒業研究生などをヤングメンターとして受
け入れることについては、総括責任者のリーダーシップと医歯学総合研究科との協議により、TT 若
手のメンター教授が大学院（医歯学総合あるいは生命情報科学教育部）の指導教員となることによ
って本学制度との整合性を整備し、ＴＴ若手の受け入れを可能とした。その結果、ＴＴ若手は多くの
学生を指導できた。本研究所の 8 つの研究支援室には、先端機器に加えオペレーターとして教務
職員や研究補助員が配備されており、TT 若手の多様な研究目的に対応できた。研究支援室利用
のためには料金が発生するが、TT 若手については所内研究者と同一料金に設定し、さらに研究
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所の自主財源で TT 若手の使用料金の一部を負担した。これらはすべて総括責任者のリーダーシ
ップで行った。
（６） TT 若手および研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援
育成前期中に、3 名の TT 若手が学外テニュアポストへ異動、昇任した。前期終了時のシニア審査
（平成 21 年度）を機に、最終のテニュア審査に向け、メンター教授、アドバイザリー教授、総括責任
者（所長）、MTT 推進委員と TT 若手との面談を複数回行い、キャリアパスの情報共有と支援を強
力に進めることを決定、開始した。さらに、4 年度目（平成 21 年度）より研究所教授会メンバー全員
を MTT 推進委員とし、かつ、月 2 回の教授会日程と同時に MTT 推進委員会を開催し、キャリア
パスについて協議を重ねた。その結果、第 1 回のテニュア審査前に 3 名、第 2 回テニュア審査前に
3 名の TT 若手が研究所外のポストを獲得した。一方、TT 若手付き研究補助員のキャリアパスにつ
いては、ＴＴ若手が異動する際には、その年度内の業務を TT 若手全体の共通の研究支援へ変更
するなどして、年度内の雇用を確保し、さらに、学外へのキャリアパスを支援した。これらは、すべて
課題の進捗に合わせて総括責任者のリーダーシップにより行った。また、本課題の終了時にキャリ
アパスが決定しなかった１名の TT 若手に 1 年を限りにセーフテイネットポストを準備したが、その人
件費の出処は研究所の定員枠を使うことを総括責任者のリーダーシップにより決定した。
（７） 年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
平成 18－20 年度の育成前期の年次評価では、TT 若手による研究計画、方法について評価し、
その後の研究の方向性についてアドバイスを行い、年次進行とともに、実際の研究上の問題点とそ
の解決法に焦点を当てた。具体的には、MTT 推進委員、メンター出席のもと、TT 若手によるスライ
ド発表に基づきアドバイスを行った。18 年度、19 年度の TT 若手の着任時期には 1 年ほどの差が
あったため、総括責任者の判断により前期での年次評価ではアドバイス中心とした。
（8）中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など：
育成前期から後期への移行する平成 21 年度はじめに中間評価（シニア審査）を行った。特に気を
付けた点は、所内審査委員にメンターおよびアドバイザリー教員を含めないこと、TT 若手による研
究発表会では、審査委員以外の教授も参加可能としたものの、質疑は審査委員のみとし、メンター
の意見が評価へ影響することを排除し公平性を保ったことである。また、点数化した評価を行った
が、その際に、研究領域による審査の偏りをなくす目的で点数とともにコメントを記載し、委員間協
議の参考にした。このような配慮をしたが、実際には、点数と合致した評価となった。さらに、被評
価者である TT 若手による評価結果への異議申し立てが可能な審査制度としたが、実際には異議
申し立ては 1 件もなかった。
（9）テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
テニュア審査要領による審査を行った。その手順や 3 段階評価制はシニア審査と同様であるが、シ
ニア審査が点数制であったことと異なり、テニュア審査では、本研究所が要望するテニュア像に合
致するか否かの判定に重きを置いた。さらに、メンターの関与は最終段階の教授会まで排除した。
シニア審査、テニュア審査のいずれも、前もって審査説明会を開き、審査基準、方法について TT
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若手に十分な周知を行ない、質疑応答の機会を確保した。問題点は、TT 若手の赴任時期に 1 年
ほどの違いがあったことである。この対応は、育成期間の公平性を考慮し、テニュア審査の時期を 2
回に分け、第一グループ 39 ヶ月（平均）、第 2 グループ 38 ヶ月（平均）の育成期間としたが、TT 若
手からの異議申し立てはなかった。
（10）自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況と処遇・動向
本課題終了時における TT 若手 16 名のキャリアパスは、表に示す通り、5 名が研究所内テニュア
職に採用、学内所外テニュア（医学部 1 名）、学外テニュア（6 名）、学外非テニュア 3 名（研究員、
特任准教授）、そして 1 名が未定であった。学外非テニュア 3 名については、できるだけテニュアポ
ストの確保を探したが、研究内容、個人的理由により、さらにテニュアを求めたポストに就いた。この
過程でも総括責任者、メンターとの緊密な情報交換のもとで進めた。未定の 1 名は、セーフティー
ネットとして研究所の自主財源による特任講師（最大 1 年）として採用し、教授全員参加のもとで研
究内容の発表と今後の方針の確認を行い、次のキャリアパスを目指して教授会メンバー全員によ
って支援することとした。
（11）機関の人材流動性への配慮
本学の教員は任期制を導入しており、本研究所の任期付教員の率は 95％であり、流動性は確保
されている。本課題によって採用された教員は任期制であり、自主財源で現在進めている TT 若手
についても、テニュア採用後は任期制を当てはめることとしている。
（12）人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
難治疾患研究所は、本課題を提案した平成 18 年度までに独立教員制度を確立し、分野とは独立
して研究を行うプロジェクト教員、フロンテア教員を配置していた。TT 若手の参入は、この独立教
員制度へ正の効果をもたらした。すなわち、それまで任期制に同意しない独立教員の中で、本課
題による年次進行とともに任期制を受け入れる教員が増えた。一方、本研究所は平成 22 年より全
国共同利用・共同研究拠点「難治疾患共同研究拠点」活動をスタートさせたが、そのミッションの 1
つに次代の難治疾患研究を担う研究者の育成をかかげ、テニュアトラック制度を継続・発展させる
ことで、このミッションを果たす構想へと発展させている。
平成 18 年度の課題提案時、我々は採用した TT 若手の 30％程度をテニュアとして採用する競争
的環境と捉えていたが、その後テニュアトラック制度を取り巻く事情に変化があった。すなわち、あ
らかじめテニュア教員ポストを準備した状況で TT 若手を採用すること、テニュア審査に合格しなか
った TT 若手のキャリアパスの責任を持つこと、テニュアトラック制度を継続し、全学へ波及させるこ
と、である。育成後期においては、これらの状況変化に対して総括責任者の強いリーダーシップの
もとで、MTT 推進委員会で協議と PDCA サイクルを念頭に種々の対策を決定した。自主財源によ
る TT 若手の公募を行うが、研究所教員の退職予定年次とリンクさせること、学長の理解と支援によ
る裁量ポストを受けたこと、テニュア非採用者のセーフティーネットを確立したこと、本学の研究担
当理事、学長の理解のもとで全学テニュアトラック制度の確立を行った。
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（13）本課題に関する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
育成施策の MTT セミナー、国際シンポジウム、グラントライティング、FD を総括責任者のリーダーシ
ップにより企画し HP 掲載やポスターを通じて学内外へ情報発信を行った。平成 21 年度の本学大学
院医歯学総合研究科の大学院セミナー「テニュアトラック若手研究者による難治疾患研究最前線」は、
テニュアトラック制度の全学波及に向けた総括責任者と本学理事とのリーダーシップによって企画・実
施され、学内他部局への情報発信を行ったが、このことが 1 名のＴＴ若手による医学部ポスト獲得に
つながった。また、総括責任者（所長）と研究担当理事との判断により、平成 21 年度 6 月、本学全部
局代表者による「全学テニュアトラックワーキンググループ」が発足し、学内定着、波及に向けた協議
をスタートさせた。その結果、平成 22 年度後半、役員会で全学テニュアトラック制度の構想と導入が
承認され、中期目標・中期計画にも記載された。平成 23 年 2 月には本課題の総括シンポジウム「メデ
イカル・トップトラック制度の確立‐テニュアトラック制度の定着と波及に向けて‐」を開催し、他大学ＴＴ
担当者の多数の参加を得て、18 年度採択の本課題の成果を発信した。さらに、3 月の「第５回日本型
テニュアトラックに関するシンポジウム（東京農工大学主催）」において、研究担当理事より、東京医科
歯科大学全学テニュアトラックのロードマップ（参考８）が発表された。また、TT 若手（シニア）の 1 名が、
千葉大学テニュアトラックセミナーへ招待され本課題の概要と現状について発表を行った。総括責任
者は、東京農工大、千葉大学のテニュアトラック評価委員として両大学が抱える問題点についても情
報を収集するとともに本課題 MTT についての情報発信を行った。本研究所の様々な社会活動（市民
講座、出張授業、研究所説明会など）においてもテニュアトラックによる若手人材育成についての情
報発信を行っている。また、本研究所は、文科省より平成 22 年度全国共同利用・共同研究拠点に認
定されたが、総括責任者のリーダーシップにより、拠点活動のミッションの 1 つに、「テニュアトラック制
度による若手難治疾患研究者育成」を掲げ、若手研究者育成を進めることとした。
（14）実施期間終了までの資金活用実績
自主経費：
平成 19 年度～22 年度 支援室利用料 10 万円/ TT 若手
平成 22 年度 幹細胞支援室（職員 1 名人件費）
平成 22 年度 シニア MTT フェロー 研究室改修と移転
平成 22 年度 自主財源テニュアトラック助教人件費
平成 22 年度 所分野内テニュア教員 2 名（准教授、助教）へ
平成 23 年 学長裁量テニュアトラック助教人件費＋スタートアップ経費
平成 23 年 フロンティア准教授 2 名人件費＋所長裁量経費配分
所内分野テニュア教員 1 名（講師）へ

48

Ⅵ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況
1．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容
(1) 実施期間終了後、機関で導入している（導入が決定している）テニュアトラック制
【テニュアトラック制導入に向けての機関の方針】
・全学テニュアトラックの導入が決定している。
【導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の内容】
1．全学（全部局）対応
医学部、歯学部、医歯学研究センター、生体材料研究所、難治疾患研究所を含む全部局での
取り組み
臨床系への展開も視野に入れるが、基礎研究系を中心にスタート
2．将来性が高い優秀なポスドク～助教クラスに対応
大学院コースとの連携（ドクターコース、ポスドクコース、テニュアトラックコース）
3．永続的な制度への対応
無理のないスケールでの実施
基礎系教員 5 名をテニュアトラック（ジュニア）として採用
学長裁量ポストとしてエリート型研究者をシニアテニュアトラック（年間 1 名）採用
全学の各部局に適用するが、部局ごとの TT 若手採用人数は部局の教員定員枠の移動率の
事情を勘案して機動的に行う。すなわち、100%テニュアポストを用意したテニュアトラック制とす
ることを目指しており、そのためには各部局の基礎系教員枠の毎年の移動数の過去のデータ
から各部局の担当人数を計算し、無理のない実行可能な計画とする。
4．独自予算によるテニュア・トラック制度の規則の制定
独立した研究室
任期は 3 年以上 5 年以内
スタートアップ資金の支給（通常 600 万円）
原則として 2 年目以降は本部、部局、専攻（学科）で 1：1：1 の負担
5．研究環境
独立したスペースの確保と研究指導支援を可能とするため
医歯学研究支援センター内「若手研究者インキュベーション」部門における研究支援設備の優
先的利用と interactive な環境
複数指導システムの導入
6．透明性の高い人材採用とテニュア審査制度
全学横断テニュアトラック委員会の設置
採用人材の国際公募
学外委員も含めた審査委員会によるピア・レビュー方式の審査・評価 （自己申告型審査の導
入）
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【導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用範囲（適用する部局等）】
・基本的に全部局（医学部、歯学部、生体材料研究所、難治疾患研究所）
【導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用規模（機関全体での適用人数等）】
・助教クラス 5 名 × 3 年の計 15 名程度、講師・准教授クラス 1 名 × 3～5 年の 3～5 名程度
表－32 実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の実績
Ｂ／Ａ
Ｂ：テニュアト
ラック教員新規 テニュアトラッ
ク教員率
採用計画
（％）
（年度平均，人）
67％
2

テニュアトラッ
ク導入部局

Ａ：年度平均
新規採用人数
(准教授以下)
（人）

理学系

3

工学系

2

1

50％

医歯学系

30

3

10％

35

6

16％

資金計画
人件費：部局定員
研究費：部局の経費

その他
機関合計

【テニュアトラック制導入による今後の課題】
医歯学系においては、解剖学、病理学など国際公募を行っても優秀な教員の採用が困難なケー
スも考えられ、全学基礎系へのテニュアトラック導入に例外が生じてしまう可能性が高い。
さらに、テニュアトラック制の導入は人件費の増加を引き起こすことより、破綻の起こらない制度を
構築したが、運営費交付金、外部資金などの削減などに影響されない長期的、継続的な制度に
するため、3～5 年ごとの見直しが必要とされる。
(2) 実施期間終了後の人事制度
① 本来的には、業務上の差をつけない。
② 学長裁量枠で採用したテニュアトラック教員（シニア）に関しては、採用後はより研究に特化し、
活躍してもらうために、テニュアトラック終了後はテニュアに採用後なるべく早い時期に優先的
に海外研修の経験を積ませ、エリート教員の道を開くことを考えている。
(3) 今後の人材養成システム改革の方向性
上述したように、本学においてはテニュアトラック制度を全学に定着させることにより、よ
り優秀な人材の確保を行おうとしている。すでに、研究・産学連携推進機構の中に研究戦略
室を立ち上げ、研究担当理事の下、将来ビジョンに立った人材確保を目指している。その意
味で、全学へのテニュアトラック制度の波及は有効な手段である。さらに、平成 24 年度か
らは大学院改革を行うことが決定しており、これまであった医歯学総合研究科と生命情報科
学教育部と 2 つの研究科を 1 つの研究科 2 専攻にすることが決定している
(http://www.tmd.ac.jp/faculties/graduate_school/index.html)。この改革も人材育成を全
学的な立場から行うための改革であり、戦略を持ちつつ優秀な人材を透明性の高い方法で確
保、養成するための準備を行っている。
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(4) 今後の人材養成システム改革推進における課題
本学は医歯学系総合大学であり、
医学部と歯学部に 2 つの附属病院を持っていることにより、
その教員の確保も重要な課題となっている。そのため、大学全体での人材養成システムも基
礎、教育、臨床のすべての領域でのオールマイティーの養成、診療技術・技能に特化したア
カデミックドクターの養成、研究に卓越した人材の養成の 3 本立てを掲げる必要が生じる。
現時点では、本学で行われるテニュアトラック制は研究者養成に限定せざるを得ない。しか
し、現実には、今後、臨床教員が中心となる臨床研究が最重要課題になることより、これら
臨床研究が行える人材養成システムの構築が課題であり、急務である。

2．実施期間終了後の資金計画
表－33 実施期間終了後の資金計画

6 年目
（23 年度）

7 年目
(24 年度)

8 年目
（25 年度）

運営費交付金(百万円)

その他(百万円)

人件費

21

0

研究費

1.5

0

その他の経費

5

0

人件費

28

0

研究費

1.5

0

その他の経費

5

0

人件費

36

0

研究費

1.5

0

その他の経費

5

0

（注）上記は、難治疾患研究所だけのテニュアトラックの資金計画である。全学のテニュアトラック制に関
しては、平成 24 年度以降の導入を目指して全学 WG で協議中であり、人数・スタートアップ資金なども決
まっていないのでここには含めていない。

3．実施期間終了後の継続性に関する機関の長のコミットメント
TT 若手の受け皿を含む「医歯学部融合研究拠点」である医歯学研究支援センターを設置したが、
ここには学長裁量経費の人件費で採用した複数教員が管理する実験動物センターや学長裁量経
費で購入した次世代型シークエンサー（イルミナ）などが整備されている。難治疾患研究所が自主
財源で採用した TT 若手は次世代シークエンサー使用経験を有するものを採用し、また歯学部では
本システムと連動して改革された新たな人材養成システムで次世代型シークエンサー使用経験教
員が採用され、同教員は最先端・次世代研究開発支援プログラムにも採択された。これらを土台とし
て、医歯学融合のゲノム情報研究が学長主導で推進されている。
また、TT 若手も若干名学長裁量経費での採用を予定しており、難治疾患研究所が先行して継続的
に行っているテニュアトラックシステムでは、学長裁量経費で 1 名の TT 若手が採用され、同 TT 若
手は上記の次世代型シークエンサーの運用に力を発揮している。
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参考 1 「中期目標・中期計画」等における“若手研究者の採用・育成”、“テニュアトラック制の導入”、
“機関の人材養成システム改革（人事システム改革等）”等に関連する記載状況
○中期目標
研究者支援
若手研究者及び女性研究者支援を積極的に行う。
○中期計画
研究者支援に関する計画
大学院生に経済的支援等を行うとともに、若手研究者の自立のための支援を行う。
教育・研究支援室において、優秀な大学院生および若手研究者の経済的支援・研究費支援を行うシス
テムを構築する。
○具体的な取組及び実施状況
MD-PhD 及び DDS-PhD の早期研究者育成コースへの入学促進を説明会より行い、平成 22 年度は両コ
ース各 2 名入学した。
また、医学科は平成 22 年度から研究医養成のための入学定員 1 名を増員しており、研究者養成の柱と
なる、「研究実践プログラム」および「研究者養成コース」をワーキンググループを中心として策定した。研
究実践プログラムは、医学科 2 年次から選択（10 名程度）させ、学科共通カリキュラムの授業時間外を利
用して大学院医歯学総合研究科の基礎系分野で研究を実践するものである。責任ある指導実施のため、
受入教員は定期ミーティングに参加する。また 4 年次には優秀で意欲のある学生（2 名）を選抜し、「研究
者養成コース」へ進ませこととしている。MD-PhD コースの活用も可能とするなど、コースモデルを作成す
るとともに奨学金や大学院修了後のポスドク採用（最長 3 年）などの経済的支援も用意しており、「研究実
践プログラム」、「研究者養成コース」ともに学生へ周知し、平成 22 年度に受け入れた学生（研究医養成
定員 1 名）が 4 年次に進級するのを待たずに開始する。
医歯学総合研科で実施しているメディカルフェロー制度は、間接経費の有効利用として常勤ポストを得ら
れていない若手研究者を採用し研究支援を図るものである。生命情報科学教育部では、TA/RA の採用
については、前年度同様、すべての博士（後期）学生の雇用を行っている。
GCOE プログラム「歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点」においては、若手研究者支援を継続
的に行っており、国際 PI シャペロン教員として採用し、各所属分野で自らの研究テーマを発展させてい
るほか、AI スーパースチューデントを選出し研究を推進させている。
また、難治疾患研究所における若手研究者自立を目指す本課題「メディカル・トップトラック（MTT）制度
の確立」を引き続き推進し、現行の MTT システムの推進策等について検討を行い、全学的なシステム展
開することとした。
海外においては、昨年チリに開設した「ラテンアメリカ共同研究センター（LACRC）」について、チリ大学
等の学術機関との連携を含み、今年度本学からは常駐研究者を派遣している。このほか、ガーナ共和国
野口記念医学研究所において「新興・再興感染症研究拠点」形成を推進し、常駐若手研究者を派遣す
ることにより人材育成を図り、タイ国チュラロンコーン大学では「チュラロンコーン大学－東京医科歯科大
学研究教育協力センター」を開設した。今後の活動については、両大学の協力のもと、共同研究・共同
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事業の推進、セミナー・シンポジウムの開催、本学への留学希望者に対する留学情報提供、タイ国在住
の本学同窓生への活動支援、タイ在住日本人への医療関連情報の提供等の活動を推進し、これまで両
大学が 20 年以上にわたり築いてきた教育・研究のさらなる協力強化を図ることとしている。
生体材料工学研究所及び難治疾患研究所では、若手研究者や大学院生を対象とした研究助成等を実
施（生体材料工学研究所 2 プログラム、難治疾患研究所 3 プログラム）しており、平成 22 年度は難治疾
患研究所で実施している「海外派遣プログラム」の運用について見直し、より実効性の高い制度に改正し
た。
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参考 2-1 平成 18 年度第 1 回目（通算第 1 回目）国際公募要領（和文及び英文）
東京医科歯科大学難治疾患研究所
メディカル・トップトラック（MTT）フェローの募集
（文部科学省科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業）

東京医科歯科大学難治疾患研究所では、医科学研究に特化した、優れた若手研究者を育成
するシステムとして 「メディカル・トップトラック（MTT）制度」を、2006 年 7 月より設立し、これに伴い、意欲
的な人材を募集します。
「メディカル・トップトラック（MTT）制度」においては、
メディカル・トップトラック（MTT）フェロー（特任助教授、特任講師、特任助手相当 計 15 名程度）を国際
公募により募集し、書面と面接の審査により採用を行います。
採用時の審査結果に応じて、競争的にそれぞれの MTT フェローの （1）スタートアップファンド
の額（初年度最高額 1000 万円まで。なお次年度以降の研究費は毎年の業績評価により傾斜配分する）、
（2）博士後研究員（1 名）の配置の有無および（3）研究スペース配分、が決定されます。
これまでに高い研究業績を有しており、今回の任用期間内においても、競争的研究資金を獲
得して先端的研究活動を推進し、キャリアパスの展開を目指す若手研究者を採用します。ポスドク終了
後またはこれに準ずる研究経歴の方（博士号取得後概ね 10 年以内）を対象とします。
任期は大学の規定に従い、年次更新で最長 2011 年 3 月末（4.5 年）までとしますが、任用期間
内に優れた研究成果を挙げ、採用者の中でトップレベルと判定された MTT フェローは、3.5 年目前後ま
でに行われる競争的なテニュア昇進審査により本研究所のテニュア教員（本研究所の正式職員）に採用
される可能性があります。
東京医科歯科大学は、研究者あたりの科学研究費額において我が国の 7 番目に位置する研
究機関であり、幅広い研究ネットワークを有しています。難治疾患研究所は、2 つの 21 世紀 COE プログ
ラムや医歯学総合研究科、疾患生命科学研究部・生命情報科学教育部などの大学院を含む多くの学際
的な研究プログラムと緊密に連携しており、難治疾患の診断・治療に資することを目標として、基礎医科
学研究と疾患研究スタッフによる統合的研究が推進されています。
詳細は本学(http://www.tmd.ac.jp)、本研究所(http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html)、ならびにメ
ディカル・トップトラック(MTT)プログラム(http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/MTT.htm)のホームページを御
参照下さい。

54

本募集では、難治疾患の克服を目指した独創的な基礎医学研究を推進する若手研究者を対象とし、現
在活動している下記の本研究所の現存 21 分野の各専門領域の研究をさらに推進する方ならびに、これ
以外の新しい研究領域にチャレンジする研究者の応募も歓迎します。
現在の難治疾患研究所の活動は、がん、メタボリックシンドローム、骨疾患、精神・神経疾患、循環器疾
患、免疫疾患、を対象とする疾患研究と シグナル科学、再生医科学、ゲノム科学、情報科学を対象とす
る基礎医科学研究の領域の研究であり、それぞれにおいて先端的研究成果を発信しています
（http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html）。
3 大研究部門に属する 21 分野は以下の通り。
先端分子医学研究部門：分子代謝医学、分子薬理学、分子細胞生物学 分子神経科学、細胞制御学、
生体情報薬理学、自律生理
難治病態研究部門：神経病理学、病態生化学、ウイルス感染学、発生再生生物学、犯罪精神医学、免
疫疾患、分子病態
ゲノム応用医学研究部門：分子細胞遺伝、分子遺伝、分子疫学、遺伝生化学、形質発現、エピジェネテ
ィクス、生命情報学
国際公募と採用審査
応募者の書類審査とプレゼンテーション（英語）による 2 段階審査とし、公募期間は 2006 年 10 月 31
日までとしますが、適任者が決定され次第締め切ります。
応募書類（A4 版、記載方法は随意）
(1) 履歴書（写真入り）
(2) 研究業績目録（英文原著、英文総説、その他に分け、それぞれ新しい年代順）
(3) 競争的研究経費等の獲得状況（代表者、研究費の配分を受けた分担者分に分ける）
(4) 主要論文（5 編以内）の別刷（コピー可）
(5) 上記論文について、それぞれ 200 語程度の解説文
(6)

これまでの研究内容・方向性（500－1000 語程度）、将来への抱負（500－1000 語程度）

(7) その他特記すべき事項（受賞、特許申請、招待講演等）
(8) 3 名の方からの推薦書（要 e-mail アドレス）
※ 全ての書類及び論文別刷は 10 部提出してください。（コピー可）
推薦書は和文・英文いずれかの原本 1 通のみ提出してください。
なお、応募書類は返却しませんので、御了承下さい。
提出先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3－10
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局
東京医科歯科大学難治疾患研究所長 野田 政樹
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応募書類は、封筒に「MTT フェロー選考応募書類」と朱書きし、書留郵便にてお送り下さい。
応募に関してのお問合わせは、以下へお願い致します。
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局 仲川 歩
E-mail：naka.MTT@mri.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8106 FAX：03-5280-8081
難治疾患研究所事務長 川柳 成巳
E-mail：n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8051 FAX：03-5280-8081

Tokyo Medical and Dental University
Medical Research Institute
Medical Top Track (MTT) Fellow Position
Medical Research Institute invites applications from outstanding scientists for Medical Top
Track (MTT)＊ Fellow Position (integrated action initiative for MTT tenure track positions) at any
academic rank and tenure status. Rank and MTT tenure status will be commensurate with
qualifications and experience. The term will be for 4.5 years with evaluation after approximately
3.5 years to be qualified for faculty position in our institute on a competitive base. For more
information, please visit http://www.tmd.ac.jp/mri/English/mri_top-e.html, or
http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/MTT.html.
We seek candidates with strong research records in basic medical fields, commitments to
developing independent, innovative, funded research programs, and concerned interests in
graduate and medical education.
* MTT program is supported by Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology.
Review of applicants begins immediately and interviews will continue until positions are filled.
Anticipated starting dates are flexible within a period between October and December 2006.
Please submit (preferably electronically) C.V. (including Publications, Grants obtained (please
indicate P.I. or member), Awards and invited talks), a 2-4 page description of research
accomplishments and plans, and recommendation letters from 3 references (e-mail address required)
to: Dr. Masaki Noda, c/o Ms. Ayumi Nakagawa or Mr. Narumi Kawayanagi, Tokyo Medical and
Dental University, Medical Research Institute, “Medical Top Track (MTT) Fellow Program”,
3-10 Kanda-Surugadai 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 101-0062. Email:
naka.MTT@mri.tmd.ac.jp, or n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp Phone (81) 3-5280-8106
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参考 2-2 平成 18 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文及び英文）
東京医科歯科大学難治疾患研究所
メディカル・トップトラック（MTT）フェローの募集
（文部科学省科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業）

東京医科歯科大学難治疾患研究所では、医科学研究に特化した、優れた若手研究者を育成するシス
テムとして 「メディカル・トップトラック（MTT）制度」を、2006 年 7 月より設立し、これに伴い、意欲的な人
材を募集します。
「メディカル・トップトラック（MTT）制度」においては、
メディカル・トップトラック（MTT）フェロー（特任助教授、特任講師、特任助手相当 計 15 名程度）を国際
公募により募集し、書面と面接の審査により採用を行います。
採用時の審査結果に応じて、競争的にそれぞれの MTT フェローの （1）スタートアップファンドの額（初
年度最高額 1000 万円まで。なお次年度以降の研究費は毎年の業績評価により傾斜配分する）、（2）博
士後研究員（1 名）の配置の有無および（3）研究スペース配分、が決定されます。
これまでに高い研究業績を有しており、今回の任用期間内においても、競争的研究資金を獲得して先端
的研究活動を推進し、キャリアパスの展開を目指す若手研究者を採用します。ポスドク終了後またはこれ
に準ずる研究経歴の方（博士号取得後概ね 10 年以内）を対象とします。
任期は大学の規定に従い、年次更新で最長 2011 年 3 月末（4.5 年）までとしますが、任用期間内に優れ
た研究成果を挙げ、採用者の中でトップレベルと判定された MTT フェローは、3.5 年目前後までに行わ
れる競争的なテニュア昇進審査により本研究所のテニュア教員（本研究所の正式職員）に採用される可
能性があります。
東京医科歯科大学は、研究者あたりの科学研究費額において我が国の 7 番目に位置する研究機関で
あり、幅広い研究ネットワークを有しています。難治疾患研究所は、2 つの 21 世紀 COE プログラムや医
歯学総合研究科、疾患生命科学研究部・生命情報科学教育部などの大学院を含む多くの学際的な研
究プログラムと緊密に連携しており、難治疾患の診断・治療に資することを目標として、基礎医科学研究
と疾患研究スタッフによる統合的研究が推進されています。
詳細は本学(http://www.tmd.ac.jp)、本研究所(http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html)、ならびにメディ
カル・トップトラック(MTT)プログラム(http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/MTT.htm)のホームページを御参
照下さい。
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本募集では、難治疾患の克服を目指した独創的な基礎医学研究を推進する若手研究者を対象とし、現
在活動している下記の本研究所の現存 21 分野の各専門領域の研究をさらに推進する方ならびに、これ
以外の新しい研究領域にチャレンジする研究者の応募も歓迎します。
現在の難治疾患研究所の活動は、がん、メタボリックシンドローム、骨疾患、精神・神経疾患、循環器疾
患、免疫疾患、を対象とする疾患研究と シグナル科学、再生医科学、ゲノム科学、情報科学を対象とす
る基礎医科学研究の領域の研究であり、それぞれにおいて先端的研究成果を発信しています
（http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html）。
3 大研究部門に属する 21 分野は以下の通り。
先端分子医学研究部門：分子代謝医学、分子薬理学、分子細胞生物学 分子神経科学、細胞制御学、
生体情報薬理学、自律生理
難治病態研究部門：神経病理学、病態生化学、ウイルス感染学、発生再生生物学、犯罪精神医学、免
疫疾患、分子病態
ゲノム応用医学研究部門：分子細胞遺伝、分子遺伝、分子疫学、遺伝生化学、形質発現、エピジェネテ
ィクス、生命情報学
国際公募と採用審査
応募者の書類審査とプレゼンテーション（英語）による 2 段階審査とし、公募期間は 2007 年 1 月 31 日ま
でとしますが、適任者が決定され次第締め切ります。
応募書類（A4 版、記載方法は随意）
(1) 履歴書（写真入り）
(2) 研究業績目録（英文原著、英文総説、その他に分け、それぞれ新しい年代順）
(3) 競争的研究経費等の獲得状況（代表者、研究費の配分を受けた分担者分に分ける）
(4) 主要論文（5 編以内）の別刷（コピー可）
(5) 上記論文について、それぞれ 200 語程度の解説文
(6)

これまでの研究内容・方向性（500－1000 語程度）、将来への抱負（500－1000 語程度）

(7) その他特記すべき事項（受賞、特許申請、招待講演等）
(8) 3 名の方からの推薦書（要 e-mail アドレス）
※ 全ての書類及び論文別刷は 10 部提出してください。（コピー可）
推薦書は和文・英文いずれかの原本 1 通のみ提出してください。
なお、応募書類は返却しませんので、御了承下さい。
提出先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3－10
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局
東京医科歯科大学難治疾患研究所長 野田 政樹
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応募書類は、封筒に「MTT フェロー選考応募書類」と朱書きし、書留郵便にてお送り下さい。
応募に関してのお問合わせは、以下へお願い致します。
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局 仲川 歩
E-mail：naka.MTT@mri.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8106 FAX：03-5280-8081
難治疾患研究所事務長 川柳 成巳
E-mail：n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8051 FAX：03-5280-8081

Tokyo Medical and Dental University
Medical Research Institute
Medical Top Track (MTT) Fellow Position
Medical Research Institute invites applications from outstanding scientists for Medical Top
Track (MTT)＊ Fellow Position (integrated action initiative for MTT tenure track positions) at any
academic rank and tenure status. Rank and MTT tenure status will be commensurate with
qualifications and experience. The term will be for 4.5 years with evaluation after approximately
3.5 years to be qualified for faculty position in our institute on a competitive base. For more
information, please visit http://www.tmd.ac.jp/mri/English/mri_top-e.html, or
http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/MTT.html.
We seek candidates with strong research records in basic medical fields, commitments to
developing independent, innovative, funded research programs, and concerned interests in
graduate and medical education.
* MTT program is supported by Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology.
Review of applicants begins immediately and interviews will continue until positions are filled.
Anticipated starting dates are flexible within a period between October and December 2006.
Please submit (preferably electronically) C.V. (including Publications, Grants obtained (please
indicate P.I. or member), Awards and invited talks), a 2-4 page description of research
accomplishments and plans, and recommendation letters from 3 references (e-mail address required)
to: Dr. Masaki Noda, c/o Ms. Ayumi Nakagawa or Mr. Narumi Kawayanagi, Tokyo Medical and
Dental University, Medical Research Institute, “Medical Top Track (MTT) Fellow Program”,
3-10 Kanda-Surugadai 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 101-0062. Email:
naka.MTT@mri.tmd.ac.jp, or n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp Phone (81) 3-5280-8106
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参考 2-3 平成 19 年度第 1 回目（通算第 3 回目）国際公募要領（和文及び英文）
東京医科歯科大学難治疾患研究所
メディカル・トップトラック（MTT）フェローの募集
（文部科学省科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業）

東京医科歯科大学難治疾患研究所では、医科学研究に特化した、優れた若手研究者を育成するシス
テムとして 「メディカル・トップトラック（MTT）制度」を、2006 年 7 月より設立し、これに伴い、意欲的な人
材を募集します。
「メディカル・トップトラック（MTT）制度」においては、
メディカル・トップトラック（MTT）フェロー（特任助教授、特任講師、特任助手相当 計 15 名程度）を国際
公募により募集し、書面と面接の審査により採用を行います。
採用時の審査結果に応じて、競争的にそれぞれの MTT フェローの （1）スタートアップファンドの額（初
年度最高額 1000 万円まで。なお次年度以降の研究費は毎年の業績評価により傾斜配分する）、（2）博
士後研究員（1 名）の配置の有無および（3）研究スペース配分、が決定されます。
これまでに高い研究業績を有しており、今回の任用期間内においても、競争的研究資金を獲得して先端
的研究活動を推進し、キャリアパスの展開を目指す若手研究者を採用します。ポスドク終了後またはこれ
に準ずる研究経歴の方（博士号取得後概ね 10 年以内）を対象とします。
任期は大学の規定に従い、年次更新で最長 2011 年 3 月末（4.5 年）までとしますが、任用期間内に優れ
た研究成果を挙げ、採用者の中でトップレベルと判定された MTT フェローは、3.5 年目前後までに行わ
れる競争的なテニュア昇進審査により本研究所のテニュア教員（本研究所の正式職員）に採用される可
能性があります。
東京医科歯科大学は、研究者あたりの科学研究費額において我が国の 7 番目に位置する研究機関で
あり、幅広い研究ネットワークを有しています。難治疾患研究所は、2 つの 21 世紀 COE プログラムや医
歯学総合研究科、疾患生命科学研究部・生命情報科学教育部などの大学院を含む多くの学際的な研
究プログラムと緊密に連携しており、難治疾患の診断・治療に資することを目標として、基礎医科学研究
と疾患研究スタッフによる統合的研究が推進されています。
詳細は本学(http://www.tmd.ac.jp)、本研究所(http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html)、ならびにメディ
カル・トップトラック(MTT)プログラム(http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/MTT.htm)のホームページを御参
照下さい。
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本募集では、難治疾患の克服を目指した独創的な基礎医学研究を推進する若手研究者を対象とし、現
在活動している下記の本研究所の現存 21 分野の各専門領域の研究をさらに推進する方ならびに、これ
以外の新しい研究領域にチャレンジする研究者の応募も歓迎します。
現在の難治疾患研究所の活動は、がん、メタボリックシンドローム、骨疾患、精神・神経疾患、循環器疾
患、免疫疾患、を対象とする疾患研究と シグナル科学、再生医科学、ゲノム科学、情報科学を対象とす
る基礎医科学研究の領域の研究であり、それぞれにおいて先端的研究成果を発信しています
（http://www.tmd.ac.jp/mri/mri_top.html）。
3 大研究部門に属する 21 分野は以下の通り。
先端分子医学研究部門：分子代謝医学、分子薬理学、分子細胞生物学 分子神経科学、細胞制御学、
生体情報薬理学、自律生理
難治病態研究部門：神経病理学、病態生化学、ウイルス感染学、発生再生生物学、犯罪精神医学、免
疫疾患、分子病態
ゲノム応用医学研究部門：分子細胞遺伝、分子遺伝、分子疫学、遺伝生化学、形質発現、エピジェネテ
ィクス、生命情報学
国際公募と採用審査
応募者の書類審査とプレゼンテーション（英語）による 2 段階審査とし、公募期間は 2006 年 10 月 31 日ま
でとしますが、適任者が決定され次第締め切ります。
応募書類（A4 版、記載方法は随意）
(1) 履歴書（写真入り）
(2) 研究業績目録（英文原著、英文総説、その他に分け、それぞれ新しい年代順）
(3) 競争的研究経費等の獲得状況（代表者、研究費の配分を受けた分担者分に分ける）
(4) 主要論文（5 編以内）の別刷（コピー可）
(5) 上記論文について、それぞれ 200 語程度の解説文
(6)

これまでの研究内容・方向性（500－1000 語程度）、将来への抱負（500－1000 語程度）

(7) その他特記すべき事項（受賞、特許申請、招待講演等）
(8) 3 名の方からの推薦書（要 e-mail アドレス）
※ 全ての書類及び論文別刷は 10 部提出してください。（コピー可）
推薦書は和文・英文いずれかの原本 1 通のみ提出してください。
なお、応募書類は返却しませんので、御了承下さい。
提出先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3－10
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局
東京医科歯科大学難治疾患研究所長 野田 政樹
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応募書類は、封筒に「MTT フェロー選考応募書類」と朱書きし、書留郵便にてお送り下さい。
応募に関してのお問合わせは、以下へお願い致します。
メディカル・トップトラック（MTT）プログラム事務局 仲川 歩
E-mail：naka.MTT@mri.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8106 FAX：03-5280-8081
難治疾患研究所事務長 川柳 成巳
E-mail：n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp 電話：03-5280-8051 FAX：03-5280-8081

Job Title : Medical Top Track (MTT) Fellow Positon (2007 Term)
Enployer : Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University
Location : Tokyo, Japan
Medical Research Institute invites applications from outstanding scientists for Medical Top Track
(MTT)* Fellow Position (2007 Term) (integrated action Initiative for MTT tenure track positions) at
any academic rank and tenure status. Rank and MTT tenure status will be commensurate with
qualifications and experience. The term will be for 4 years with evaluation after approximately 3
years to be qualified for Faculty position in our institute.We seek candidates with strong research
records in basic medical fields, Commitments to developing independent, innovative, funded
research programs, and concerned interests in graduate and medical education. * Medical Top Track
(MTT) program is supported by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT) in conjunction with JST.
Home Page: http://www.tmd.ac.jp/mri/English/mri top-e.html.
Home Page : http://www.tmd.ac.jp/mri/MTT/e/MTT_e.html.
Email: naka.MTT@mri.tmd.ac.jp, or n.sen.adm@cmn.tmd.ac.jp
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参考 2-4 平成 22 年度第 1 回目（通算第 4 回目）国際公募要領（和文）
幹細胞医学分野 教員公募のお知らせ
１． 職

名：助 教（テニュアトラック）

2. 研究領域：幹細胞医学分野は、正常組織と腫瘍組織の幹細胞システムの動作原理の解明と応用を
目指しています。助教候補者としては、分子生物学の基礎と技術を有し、幹細胞、再生、老化やがんな
どの関連分野で経験と実績を持つ研究者で、上記研究目的を共有し、新しい研究領域の開拓に積極的
に挑戦できる助教候補者を求めています。
3．採用条件
(1) 任期 3 年（審査の結果で再任可能）
＊本学では平成 20 年 4 月より女性研究者支援プログラムを推進しています。女性研究者の積極的な応
募を期待します。
＊＊本研究所ではテニュアトラック制度を実施しています。テニュアトラック教員には初期セットアップ費
用を支給します。
4．提出書類（Ａ4 版）
(1) 履歴書
(2) 研究業績目録（原著・著書など項目別、年代順に記載のこと）
(3) 主要論文別刷り 3 編以内（コピー可）
(4) 上記論文についてそれぞれ 200 字程度の解説文
(5) 競争的研究経費等の採択状況（代表・分担を明記）
(6) これまでの研究内容・方向性、将来への抱負（1000 字以内）
5．提出部数：上記書類について 4 部（編綴は順番通りとする）
6．応募締切：平成 22 年 5 月 14 日(金) 必着
(なお、応募書類は返却しません)
7．研究内容に関する問合わせ先
幹細胞医学分野 教授 西村栄美

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nishi.scm@mri.tmd.ac.jp

8．書類の提出先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3－10
東京医科歯科大学難治疾患研究所長 北嶋繁孝
※ 封筒に「幹細胞医学分野教員公募書類在中」と朱書きのこと。
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参考 2-5 平成 22 年度第 2 回目（通算第 5 回目）国際公募要領（和文）
難治疾患研究所ゲノム解析室 教員公募のお知らせ
1．職

名：助 教（テニュアトラック）

2. 研究領域：
ヒトゲノム解析情報を基盤とした難治疾患研究は、次世代型シーケンサーをはじめとする先端機器の登
場により急速に発展を遂げる可能性が出てきています。難治疾患研究所・ゲノム解析室では、現在のゲ
ノム解析支援業務に加え、大量 DNA 塩基配列の情報処理や精密トランスクリプトーム解析、チップシー
ケンス法による DNA-タンパク質相互作用や塩基修飾の検出など高速シーケンサーを用いた種々の応
用技術による難治疾患研究の支援業務を充実させる予定です。このため、次世代型シーケンサーを用
いたゲノム解析研究に実績があり、計算科学や情報処理分野の知識を有し、上記のゲノム解析支援業
務とともに自らも難治疾患の病態解明を目指した新たな研究領域の開拓に積極的に挑戦できる若手研
究者を助教候補者として募集します。
3．採用条件
(1) 任期 3 年（審査の結果で再任可能。）
＊本学では平成 20 年 4 月より女性研究者支援プログラムを推進しています。女性研究者の積極的な応
募を期待します。
＊＊本研究所ではテニュアトラック制度を実施しています。テニュアトラック教員には初期セットアップ費
用を支給します。
4．提出書類（Ａ4 版）
(1) 履歴書
(2) 研究業績目録（原著・著書など項目別、年代順に記載のこと）
(3) 主要論文別刷り 3 編以内（コピー可）
(4) 上記論文についてそれぞれ 200 字程度の解説文
(5) 競争的研究経費等の採択状況（代表・分担を明記）
(6) これまでの研究内容・方向性、将来への抱負（1000 字以内）
5．提出部数：上記書類について 5 部（編綴は順番通りとする）
6．応募締切：平成 23 年 2 月 28 日(月) 必着
(なお、応募書類は返却しません)
7．研究内容に関する問合わせ先
分子細胞遺伝

稲澤譲治 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：johinaz.cgen@mri.tmd.ac.jp

8．書類の提出先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3－10
東京医科歯科大学難治疾患研究所長 北嶋繁孝
※ 封筒に「ゲノム解析室教員公募書類在中」と朱書きのこと。
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参考 3 TT 若手に対する中間評価基準（和文）
シニア MTT フェロー選考のための審査要領
（審査委員会）
第 1 条 シニア MTT フェロー選考のための審査委員会（以下、「委員会」という）は、難治疾患研究所教
授会を構成する教授のうち、MTT フェローおよび MTT シニアフェロー（以下、「評価対象者」という）
と密接な指導関係あるいは利益相反関係にない者により構成する。
第 2 条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
第 3 条 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
第 4 条 委員長は委員会を開催し、議長となる。
第 5 条 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席がなければ開催することができない。
2．委員会に出席する委員 1 名を指名し議決権を委任する旨を文書にて委員長に提出した委員は、委員
会に出席したものとする。ただし、委任状提出者は委員の 6 分の 1 を超えることができない。
第 6 条 委員長は、審議内容や迅速性の観点など状況により電子メールによる委員会を開催することが
できる。
第 7 条 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
（審査資料）
第 8 条 委員長は、評価対象者に通知し、次の各号の審査資料を作成の上、原本および写し 8 部を委員
長あてに提出させる。審査資料は、特に定めない場合は、A4 版用紙に字の大きさ 11 ポイント・行間
1 行・両面記載にて作成し、記載言語は英語または日本語とする。記載言語の選択自体は評価に
影響を与えないこととする。各項目とも古いものから新しいものの順に記載すること。
1．表紙に氏名およびふりがな
2．表紙裏に、自署および資料作成年月日
3．用紙を変えたのち、略歴（裏面を含む 2 ページ以内に記載する）
4．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日より前について以下の資料
a．英文原著論文のリスト（著者名全員、タイトル、巻、最初と最後のページ、公表年）
b．英文著書・総説のリスト（著者名全員、タイトル、書名、ページ、出版社、公表年）
c．特許、受賞など（出願日、取得・受賞日、タイトルなど。共同発明者など省略しない）
d．競争的研究経費の獲得状況（分担研究は分担金配分のあるもののみ記載。研究費種目、
研究代表者名、研究課題、配分金額を記載。複数年度にわたるものは年度ごとの金額がわ
かるようにすること）
5．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日以降について以下の資料
a．英文原著論文（印刷中のものを含む）のリスト（様式は上記 4a に同じ。印刷中のものは公
表年に代えてその旨を記載）
b．英文著書・総説（印刷中のものを含む）のリスト（様式は上記 4b に同じ。印刷中のものは
公表年に代えてその旨を記載）
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c．その他言語による公表論文のリスト（様式は上記 a,b に同じ）
d．英語による学術集会発表（発表が決定されたものを含む）のリスト（演者名全員、タイトル、
学術集会名称、発表年月、招待講演・シンポジウム・口演・ポスターなどの発表区分を記載。
発表者に○を付す。学術集会のオーガナイズなど特記事項を付記する）
e．その他言語による学術集会発表（発表が決定されたものを含む）のリスト（様式は上記に
同じ）
f．特許、受賞など（様式は上記 4c に同じ）
g．競争的研究経費の詳細情報リスト（様式は上記 4d に同じ）
6．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日以降に推進した研究について、その背景・目的・意
義、任用前からの準備研究、任用日以降の研究経過、平成 22 年度末までの研究展望、難
治疾患との関連性・難治疾患研究への寄与、などについて、適宜主な論文の要旨を記載し
つつ、記述（A4 用紙 5 ページ以上 6 ページ以内。図表を用いてもよい）
7．用紙を変えたのち、平成 23 年 4 月からテニュア教員に任用される可能性がある候補者として
自身を分析し、本学の MTT プログラムが求める研究者像『研究、教育、競争的研究費獲得
の全てにおいて独立した国際的に通用する若手研究者』の観点に沿った自己評価と特記
したい事項および、その研究者像へ向かうにあたっての抱負またはプランを記述（A4 用紙 1
ページ以内）
2．委員長は、審査上必要と認めた場合は前項各号を補完する資料を評価対象者に提出させることがで
きる。
（発表会）
第 9 条 委員長は、評価対象者に通知し、次の各号について委員の出席のもとで発表し質疑応答を行う
機会（以下、「発表会」という）を設ける。発表会の言語は英語または日本語とする（言語の選択自体
は評価に影響を与えない）。
1．背景（着任前の成果）
2．赴任後の成果
3．今後の展望
2 発表時間は 15 分以内、質疑応答時間は 5 分程度とする。発表時間を超過した場合は、委員長の判
断により発表を打ち切り質疑応答を開始することができる。
3 委員の他に発表会に出席できる者は、事務を所掌する者、難治疾患研究所教授会（以下、「教授会」
という）を構成する教授、その他委員会が必要と認めた者とする。但し、質疑は委員の他は出席者の
うち発表した当該評価対象者と密接な指導関係あるいは利益相反関係にない者が行う。
（評価）
第 10 条 各委員は、審査資料および発表会の内容（質疑応答を含む）に基づき、評価対象者の評点付
けを次の方法で行う。
1．それぞれの評価対象者について平成 23 年 4 月時点での研究者像を推察し、本学の MTT プ
ログラムが求める研究者像『研究、教育、競争的研究費獲得の全てにおいて独立した国際
的に通用する若手研究者』に合致する研究者に成長する可能性のあると判断される場合は、
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審査表に「合」を付し、そうでない場合は「否」を付す（ポストが限られているため何れかの区
分とする）。この「合」を付す人数は、テニュアポストの最大数 5 の 2 倍すなわち 10 名（以下、
「設定枠」）以内とし、該当者なしでもかまわない。
2．「合」を付された群については群内の最上位者を 1 とした自然数による順位づけを、また「否」
を付された群については群内の最下位者を 1 とした自然数による順番をつける。ポストが限
られているため同順位の者が複数名となるような順番づけはせず、必ず順番をつけて審査
表に記入する。
3．審査票の集計にあたり、「合」を付された群については、その群内の最上位者からの順位値
（最上位者 1 から 1 ずつ増加する整数値）を 26 より減じた数値を被評価者の評点とする。例
えば 1 位の者は、26-1＝25 点となる。また設定枠一杯の 10 名を「合」とした場合の 10 位の
者は、26-10＝16 点となる。
4．審査票の集計にあたり、「否」を付された群については、その群内での最下位者からの逆順位
値（最下位者 1 から上位に向かって 1 ずつ増加する整数値）をそれぞれの評点とする。
第 11 条 各委員は、各評価対象者について、評点付けに加えてコメントを付す。
（審議）
第 12 条 委員長は、各委員による評点およびコメントを集計したものを委員に開示し、委員会において
各評価対象者について審議する。
第 13 条 各委員は前条の審議内容ならびに開示されたコメントを参考にして、研究成果・展望・ポテンシ
ャルなどの評価に錯誤があったと判断した場合は、評点付けの修正を行うことができる。
第 14 条 各委員の評点について（第 13 条の適用があった場合は修正後の評点について）、評価対象者
ごとに平均値を算出する（以下、「平均評点」という）。
第 15 条 平均評点 16 点以上の評価対象者でかつ上位から設定枠内の人数の者をシニア MTT フェロ
ー候補者とする。
第 16 条 委員長は、シニア MTT フェロー候補者と判断された者および、されなかった者の 2 群に分け、
それぞれの群内での順位、全評価対象者内での順位、獲得平均評点、コメントとともにとりまとめる
（以下、「審査結果」という。
2．委員長は審査結果にもとづき、各評価対象者が次の数字表記とアルファベット表記の 2 文字で表現さ
れる何れのカテゴリーに該当するかを示した評価対象者あて通知案（以下、「通知カテゴリー案」とい
う）を作成する。
1．数字表記： 1＝シニア MTT フェロー候補者と判断する。2＝シニア MTT フェロー候補者と判
断するに至らなかった。
2．アルファベット表記： Ａ＝すべての評価対象者のうち上位 3 分の 1 程度以内に位置づけられ
る。Ｂ＝すべての評価対象者のうち上位 3 分の 1 程度から 3 分の 2 程度の範囲内に位置づ
けられる。Ｃ＝すべての評価対象者のうち上位 3 分の 2 程度には入らなかった。
（合同会議）
第 17 条 委員会、MTT プログラム総括責任者、および MTT コアメンバーは、委員会・MTT コアメンバー
合同会議（以下、「合同会議」という）を構成する。
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第 18 条 委員長は合同会議の議長となる。
第 19 条 委員長は審査結果と通知カテゴリー案を合同会議に報告する。
第 20 条 合同会議は構成員の 3 分の 2 の出席により議事をおこない、出席者の過半数により決すること
ができる。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第 21 条 合同会議は前々条の報告を審議し、評価対象者に通知する事項を決定する。
第 22 条 合同会議は、必要に応じて委員会に対し、相当の理由を以て第 13 条の適用を再度検討させる
ことができる。
第 23 条 前条の適用があった場合は、委員会からの再度の報告について審議する。
（報告）
第 24 条 委員長は、合同会議の審議結果および評価対象者への通知事項を教授会に報告する。
（通知）
第 24 条 MTT プログラム総括責任者は、教授会にて承認された通知事項を、評価対象者あてに通知す
る。
2．前項の通知は、MTT プログラム推進委員 1 名以上の同席の上、評価対象者個別の面談により行う。
通知は第 21 条の通知事項に拠るもののほか、審査結果のうち合同会議が評価対象者あて非通知と
する旨判断した事項以外の事項のうちから、MTT プログラム総括責任者が公正さ等を勘案して定め
る。
（異議申し立て）
第 25 条 評価対象者は、評価結果に明らかな事実誤認がある場合には、前条第 2 項の面談終了日時よ
り起算して 7 日以内に、これを委員長に申し立てることができる。
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参考 4 TT 若手に対するテニュア審査基準（和文）
平成 23 年度採用予定テニュア候補者の審査に係る要領
（委員会の設置）
第 1 条 MTT フェロー（シニア MTT フェローを含む。以下同様）の、テニュア教員としての資格を審査し、
テニュア教員候補者を難治疾患研究所教授会（以下、「教授会」という）に報告させるため、テニュア
審査委員会（以下、「委員会」という）を置く。
（委員会の構成）
第 2 条 委員会は、教授会を構成する教授のうちいずれの MTT フェローとも密接な指導関係あるいは利
益相反関係にない者、および当研究所に所属しない有識者のうち同様の者若干名からなる委員に
より構成する。委員は教授会の議を経て所長が委嘱する。
第 3 条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。但し MTT プログラム推進委員長が前条前
段の欠格事由に該当しない場合は互選によらず委員長となる。
第 4 条 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
第 5 条 委員長は委員会を開催し、議長となる。
第 6 条 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席がなければ開催することができない。
2．委員会に出席する委員 1 名を指名し議決権を委任する旨を文書にて委員長に提出した委員は、委員
会に出席したものとする。ただし、委任状提出者は委員の 6 分の 1 を超えることができない。
第 7 条 委員長は、審議内容や迅速性の観点など状況により電子メールによる委員会を開催することが
できる。
第 8 条 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
（審査資料）
第 9 条 MTT フェローのうち、テニュア教員の職に就くことを希望する者（以下、「評価対象者」という）は、
次の各号の審査資料を作成の上、原本および写し 12 部を委員長あてに別に定める期限までに提
出する。審査資料は、特に定めない場合は、A4 版用紙に字の大きさ 11 ポイント・行間 1 行・両面記
載にて作成し、記載言語は英語または日本語とする。記載言語の選択自体は評価に影響を与えな
いこととする。各項目とも古いものから新しいものの順に記載すること。
1．表紙に氏名およびふりがな
2．表紙裏に、自署および資料作成年月日
3．用紙を変えたのち、略歴（裏面を含む 2 ページ以内に記載する）
4．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日より前について以下の資料
a．英文原著論文のリスト（著者名全員、タイトル、巻、最初と最後のページ、公表年：
Corresponding author に「*」を付す）
b．英文著書・総説のリスト（著者名全員、タイトル、書名、ページ、出版社、公表年：
Corresponding author に「*」を付す）
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c．特許、受賞など（出願日、取得・受賞日、タイトルなど。共同発明者など省略しない）
d．競争的研究経費の獲得状況（分担研究は分担金配分のあるもののみ記載。研究費種目、
研究代表者名、研究課題、配分金額を記載。複数年度にわたるものは年度ごとの金額がわ
かるようにすること）
5．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日以降について以下の資料
a．英文原著論文（印刷中のものを含む）のリスト（様式は上記 4a に同じ。印刷中のものは公
表年に代えてその旨を記載）
b．英文著書・総説（印刷中のものを含む）のリスト（様式は上記 4b に同じ。印刷中のものは
公表年に代えてその旨を記載）
c．その他言語による公表論文のリスト（様式は上記 a,b に同じ）
d．英語による学術集会発表（発表が決定されたものを含む）のリスト（演者名全員、タイトル、
学術集会名称、発表年月、招待講演・シンポジウム・口演・ポスターなどの発表区分を記載。
発表者に○を付す。学術集会のオーガナイズなど特記事項を付記する）
e．その他言語による学術集会発表（発表が決定されたものを含む）のリスト（様式は上記に
同じ）
f．特許、受賞など（様式は上記 4c に同じ）
g．競争的研究経費の詳細情報リスト（様式は上記 4d に同じ）
6．用紙を変えたのち、MTT フェロー任用日以降に推進した研究について、その背景・目的・意
義、任用前からの準備研究、任用日以降資料作成日までの期間における研究経過、難治
疾患との関連性・難治疾患研究への寄与、などについて、適宜この期間内の自身の主要論
文の要旨を記載しつつ、記述（A4 用紙 4 ページ以上 5 ページ以内。図表を用いてもよい）
7．用紙を変えたのち、審査資料提出後から平成 22 年度末までに期待される展開および、平成
23 年度にテニュア教員となった場合の、研究・教育に関する抱負、計画、展望（A4 用紙 2
ページ以内）。
8．用紙を変えたのち、本学の MTT プログラムが求めるテニュア教員像『研究、教育、競争的研
究費獲得の全てにおいて独立した国際的に通用する若手研究者』の観点に自身が適合す
る事由（A4 用紙 1 ページ以内）
2．委員長は、審査上必要と認めた場合は前項各号を補完する資料を評価対象者に提出させることがで
きる。
（発表会）
第 10 条 委員長は、評価対象者に通知し、次の各号について委員の出席のもとで発表し質疑応答を行
う機会（以下、「発表会」という）を設ける。発表会の言語は英語または日本語とするが、言語の選択
自体は評価に影響を与えないものとする。
1．MTT フェローに任用される前の研究
2．MTT フェローに任用された後の研究
3．テニュア教員となったのちの、研究、教育、管理運営、社会貢献に関する展望と抱負
2 発表時間は 20 分以内、質疑応答時間は 10 分以内とする。発表時間を超過した場合は、委員長の判
断により発表を打ち切り、質疑応答を開始することができる。
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3 発表会を傍聴できる者は、事務を所掌する者、難治疾患研究所教授会（以下、「教授会」という）を構
成する教授、その他委員会が必要と認めた者とする。
（評価）
第 11 条 各委員は、審査資料および発表会における発表と質疑応答に基づき、評価対象者の評価を次
の方法により行う。
1．それぞれの評価対象者について、本学の MTT プログラムが求める研究者像『研究、教育、競
争的研究費獲得の全てにおいて独立した国際的に通用する若手研究者』に合致する研究
者であると判断され、テニュア教員候補たり得る者に評価 A を付す。
2．前項の範疇に入らなかった者に評価 B を付す。
第 12 条 各委員は、各評価対象者について、評価に加えて、のちの審議に備えてコメントを準備する。
（審議）
第 13 条 各評価対象者に付された評価と各委員から発言されるコメントに基づき、合議によりテニュア教
員候補者を選出する。選出された者が 5 名を超えた場合は、5 名のテニュア教員候補者と若干名の
補欠候補者を審議により定める。
（報告）
第 14 条 委員長は、審議の結果について、必要に応じて審議における経過とコメントとともに教授会に報
告する。
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参考５ 第 1 回ファカルティディベロップメント プログラム
7／2（月）

(＊ポスター張り出しは開始前に行って下さい)

14：00〜14：10

所長挨拶

14：10〜15：20

平石敦子先生（財団法人 国際医学情報センター）
「ロジカルアーギュメント：英文誌レフリーとの対応の実際」（仮題）

15：30〜16：40

Timothy Wright 先生（大妻女子大学）
“Communicative competence for Japanese Medical Professionals” (仮題)

17：00〜18：10

宮田満先生（日経 BP）
「今、社会に求められるバイオメディカル研究所の在り方」（仮題）

夕食
19：30〜21：00

プレゼンテーションスキルアップ 1（若手教員中心）
ポスター発表、ディスカッション

7／3（火）
09：00〜11：00

「研究のニューウェーブ」
9:00-9:15

MTT フェロー築地信 研究発表

「シングルセル RT-PCR 法を用いたヒト末梢血中の IgM 陽 性および IgG 陽性記憶
B 細胞のレパトアと特異性の解析」
9:15-9:20 上記発表に対してディスカッション
9:20-9:35 MTT フェロー久場敬司 研究発表
「Angiotensin converting enzyme 2 in cardiopulmonary diseases」
9:35-9:40 上記発表に対してディスカッション
9:40-9:55

MTT フェロー片岡直行 研究発表

「真核生物における mRNA スプライシングと細胞内諸過程との連携」
9:55-10:00 上記発表に対してディスカッション
10:00-10:15

MTT フェロー邊見弘明 研究発表「樹状細胞・マクロファージ・破骨

細胞等で発現している新規遺伝子の機能解析」
10:15-10:20 上記発表に対してディスカッション
10:20-10:35 MTT フェロー中山恒 研究発表
「低酸素応答における生体酸素センサー分子の探索」
10:35-10:40 上記発表に対してディスカッション
10:40-10:55

MTT フェロー岩井佳子 研究発表

「樹状細胞による免疫学的記憶と寛容の制御機構」
10:55-11:00 上記発表に対してディスカッション
11：00〜12：00

磯谷課長(文部科学省研究助成課)

「科研費補助金をめぐる最新の動向と研究者へのメッセージ」（仮題）
昼食
13：00〜14：50

プレゼンテーションスキルアップ 2（若手教員中心）
ポスター発表、ディスカッション

14：50〜15：00

閉会挨拶
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参考６ 第 2 回ファカルティディベロップメント プログラム
会場：ビジョンセンター秋葉原 東京都千代田区淡路町 2－10－6
OAK PLAZA 2F (神田郵便局隣) 地下鉄丸の内線 A3 出口徒歩 3 分
日時：7／28（月）9：30−17：30
プログラム：
9：30—9：35 所長挨拶
9：35—10：00 「データで見る東京医科歯科大学の実力」
中西章 東京医科歯科大学 教授
10：00—11：00 「これから十年のバイオを展望して」
宮田満 日経 BP 社医療局主任編集委員
11：00—12：00 「医療の中の Ai、そして文学」
海堂尊 作家
昼休み
13：30—14：30 「理研の研究システム改革」
土肥理事 理化学研究所
14：30—15：30 「附置研改革の現状と展望」
森学術機関課長 文部科学省
15：30—17：30 講演および英語プレンゼンテーションスキルアップ
（若手ポスター発表練習）
JP バロン 東京医科大学 国際医学情報センター 教授
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参考７ 制度定着化の改革構想のポンチ絵
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参考８ 国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則
2004 年 4 月 1 日
規則第 58 号
（趣旨）
第1条
この規則は、大学の教員等の任期に関する法律（1997 年法律第 82 号。以下「法」という。）第 5
条第 2 項の規定に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学において任用される教員の任期に関し
必要な事項を定めるものとする。
（任期を定める組織）
第2条
法第 4 条第 1 項第 1 号により任期を定めて任用をおこなう教育研究組織は、
別表のとおりとする。
（任期を定める職）
第3条
任期を定めて任用する教員の職は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。ただし、学長が
特別に認める場合には、任期を付けずに任用することができるものとする。
（任期及び再任）
第4条
前条に掲げる教員の任期は、教授は 5 年、准教授および講師は 4 年、助教は 3 年以内とする。た
だし、当該任期の末日以前に、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則（2004 年規程第 2
号）第 19 条第 2 項に定める定年退職日（以下「定年退職日」という。）を超えることとなる日を
迎える場合には、定年退職日までとする。
再任の制限については、各部局およびセンターにおいて定める。
（業績審査）
第5条
前条に定める再任の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査をおこなうものと
する。
前項の業績審査は、次の各号に掲げる事項についておこなうものとする。
（1） 教育活動に関する事項
（2） 研究活動に関する事項
（3） 臨床活動に関する事項
（4） その他本学の管理運営、地域社会への貢献等に関する事項
3. 業績審査の実施についての必要な事項は、別に定める。
（任用される者の同意）
第6条
任期を定めて任用する場合には、別紙様式により、当該任用される者の同意を得なければならな
い。
（規則の公表）
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第7条
この規則を定めまたは改正したときは、本学学報への掲載等により公表し、広く周知を図るもの
とする。
（雑則）
第8条
この規則に定めるもののほか、教員の任期に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、2004 年 4 月 1 日から施行する。
附則（2007 年 3 月 6 日規則第 3 号）抄
（施行期日）
1. この規則は、2007 年 4 月 1 日から施行する。
2. 略
（国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則の一部改正にともなう経過措置）
3. この規則の施行の日（以下「施行日」という。
）に、配置換によらず、次に掲げる旧職から同
表に掲げる新職となった教員であって、施行日前において定められた任期の末日が施行日以後と
なる者については、当該任期の定めは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
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参考９ 難治疾患研究所教員の任期に関する申し合わせ（案）
（任期を定める職及び任期）
１．任期を定めて任用する教員の職は、次のとおりとする。
１） 教授は、新たに任用する者、または在職中の者に拘わらず、その任期は 5 年とする。
２） 准教授及び講師は、新たに任用する者及び昇任する者を対象とし、その任期は 4 年とする。
３） 助手は、新たに任用する者を対象とし、その任期は 3 年とする。
（任期付き、教員の再任及び業績審査）
２．前項に定める教員の再任の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査を行うものと
する。ただし、教授以外の教員の再任は、原則として、准教授及び講師は 2 回、助教は 2 回までとす
る。
３．前項に定める業績審査は、研究活動に関して行うものとし、その評価基準は別に定める。
（任用される者の同意）
４．任期を定めて任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
附 則
１．この申し合わせは、平成 13 年 11 月 7 日から施行し、平成 12 年 1 月 1 日から適用する。
２．難治疾患研究所プロジェクト研究助手の採用に関する申し合わせ（平成 9 年11 月6 日施行）は廃止
する
３．共通定員の教官の配置に関する申し合わせ（平成 11 年 10 月 20 日施行）及びその一部改
正（平成 12 年 4 月 19 日施行）は廃止する。
４．分野固有の定員による助手の採用に関する申し合わせ（平成 12 年 2 月 2 日施行）は廃止
する。
５．分野固有の定員による助手の採用に関する申し合わせの運用について（平成 12 年 2 月 16 日教授
会承認）は廃止する。
６．難治疾患研究所教授の任期に関する申し合わせ（平成 12 年 4 月 19 日施行）は廃止する。
７．難治疾患研究所教授の任期に関する申し合わせ（平成 13 年 11 月 7 日施行）は廃止する。
８．この申し合わせは、平成 21 年 12 月 2 日から施行する。ただし平成 21 年 11 月 18 日現在在職中
の准教授及び講師にあっては、第 2 項の 2 回とあるものは 3 回とする。
難治疾患研究所教授の任期に関する申し合わせ（平成 16 年 4 月 21 日施行）は廃止する。
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