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「TT 若手」とは本プログラムによってテニュア・トラック制で採用した若手研究者を指す。

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（中間評価）
■課題名：「細胞と代謝」の基盤研究を担う若手育成
■機関名：学校法人慶應義塾
■総括責任者名（役職）：清家 篤（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 ７４９．８百万円（間接経費込み）

１．人材養成システム改革の概要
（１）機関の現状
本学では、グローバル COE ならびに 21 世紀 COE による教育研究拠点形成を通して、大学院博士
課程の若手研究者を「幹細胞」「癌」「代謝」に標的を置いた世界を先導するリーダーとして育成する政
策を医・理工・環境情報の連携により推進してきた。本学の幹細胞研究拠点は世界の
Stem Cell Center として選定され、ルンド大学を始めとする世界的研究拠点間連携よって国際幹細胞研
究ネットワークの形成を進めている他、幹細胞・癌組織の代謝システム研究を支援する世界最大級のメ
タボローム施設をフル稼働させている。
本学独自のシステムとして総合医科学研究センター内に若手研究者を対象に、時限付き競争的研究
スペース（100㎡×8ユニット、Type J制度）で自由に研究できる環境を提供し、若手研究者の独立を支援
してきた。任期制、年棒制はすでに一部の部門で実施されているが、平成20年度からは医学部・医学研
究科の全ての教員に一定年限毎の評価制が導入される。また、塾長のイニシアチブによる医学部・病院
の財務改革を進め、大学経常費の見直し・再配分により、研究・教育・診療の特任有期教授制度を新設
するなど、活発な人事制度改革とリンクした若手研究人材支援を推進している。
（２）人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
本構想は「細胞と代謝」の基盤研究を推進する次世代のリーダーの養成を通じて、本学にテニュア・ト
ラック制を導入することを目指すものである。
本プログラムにおいては、将来の教授候補となる准教授クラスの人材をスーパーJ クラス制度により採
用し独立支援を受けるトラックと、実施期間終了後のテニュア・トラック制拡大に向けた助教・講師クラス
の自立支援のためのトラックを運営する。スタートアップに際して既存の研究室から設備や技術員など
の支援と十分な研究費を提供することにより、研究継続性を損なわず業績を上げさせる一方、中間評価
以降は自立的研究費獲得を指標に厳しい評価をクリアすることを求めてゆく。単に過去の論文業績を
評価するだけでなく、自らのもつ科学技術を中心に、横断的に「細胞と代謝」研究を発展させ、新領域
を開拓する研究者の輩出を目標とする。
テニュア・ポストとしては教授あるいは准教授職を設け、テニュア採用後も一定期間毎の評価を行うこと
により組織の活性化や競争力の維持を図る。教授職のミッションや評価システムについては、既存の教員
評価制度導入と並行して本プログラム終了までに制度設計と評価実施を完了させる。
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学外研究機関
学外研究機関

２．ミッションステートメント（採択条件に対応し、再提出したミッションステートメントを記載している）
（１）人材養成システム改革構想の概要
本学においては、これまでの世界的教育研究拠点形成の実績に基づき幹細胞研究と代謝研究、およ
び人材養成を推進してきた。本プログラムは、この医学・生命科学の 2 領域の基盤研究をより一層推進す
るため、優秀な若手研究者を学内外、国内外から集め、次世代のリーダーの養成を通じてテニュア・トラ
ック制の浸透を図るものである。単に過去の論文業績を評価するだけではなく、自らのもつ科学技術を中
心に、横断的に「細胞と代謝」研究を発展させ、新領域を開拓することでテニュアへの道を開く。これによ
り、一部で導入されている教員の任期制・評価制度を全学的に定着させ、普及させていくことを目指す。
（２）３年目における具体的な目標
本プログラムでは、将来の教授候補となる准教授クラスの人材をスーパーJ クラス制度により採用し独
立支援を受けるトラックと、実施期間終了後のテニュア・トラック制拡大に向けた助教・講師クラスの自立
支援のためのトラックを運営する。
優秀な若手研究者を国際公募により選抜し、最初の２年間はコア研究室の人的物的支援と本プログラ
ムによる財政的援助を受けながら研究を進める。この際、あくまでも計画立案は自らが行い、研究の申請
内容および競争的研究費の取得状況などを勘案して候補者 13 名（スーパーJ クラス 3 名、自立支援トラ
ック 10 名）を決定する。
総合医科学研究センターおよび先端生命科学研究所がスーパーJ クラスに採用された特別研究准教
授 3 名に時限付き研究スペース（100 ㎡）および研究費（スタートアップ資金 2,200 万円、次年度以降 300
万円／年）を提供する。一方、特別研究助教・講師にはコア研究室内に独立した研究スペース（30 ㎡）、
あるいは 1 ユニット 100 ㎡を自立支援ユニットとした融合スペース（一人当たり 10-12.5 ㎡）を確保し、コア
研究室共用スペースの利用を可能とする。また、研究費はスタートアップ資金として 1,000 万円、次年度
以降 200 万円／年を支援する。若手研究者が数ユニットの研究室で主体的に研究を動かし、業績評価と
競争的研究費獲得実績によりテニュア審査を受けることを原則とする。
十分な実績を挙げた准教授の場合、2-3 年で教授に昇任しロールモデルになってもらう。比較的若い
准教授は、真に自立できるかどうか、論文業績、研究費の獲得状況などをもとに中間評価を行う。
組織としては、平成 21 年度を目途に医学部・医学研究科の全ての教員・教室・部門の評価制度設計を
完成させる
（３）実施期間終了時における具体的な目標
本プログラムの終了までに制度自体の効果と再評価を行う。
スーパーJ クラス制度で成果を収めた研究者は、3 名を上限にテニュア教授あるいはミッション付有期
教授（3 期 15 年まで再任可）として採用される。一方、自立支援トラックを経た特別研究助教・講師は准教
授として昇進した上でテニュア採用される。両トラックにおけるテニュア採用率は 50～75%を目標とする。
この制度と既存テニュア教員との整合性をとるため、医学部・医学研究科の全ての教員に一定年限毎の
評価制度、講師・助教の任期制が実施される。その他、他大学、研究所に教授として採用されることが望
ましい。
大学として経常費負担教授職３枞を設置し、プログラム終了までに他のテニュア教授と同等の教員評
価制度を本プログラムを雛形として導入し、包括的な大学教員制度改革に進展させる。
（４）実施期間終了後の取組
実施期間である 5 年後（平成 25 年度）以降の維持・発展を睨み十分な経常的支援体制の基盤整備

3

を進めている。本学では「信濃町キャンパス改革刷新プロジェクト」が塾長の下で平成 19 年 4 月から 1
年間実施され、医学部・病院の財務改革の断行による若手人材育成政策が導入されつつある。平成
20 年度から開始される大学院医学研究科博士課程への大型奨学金制度の実施はその果実のうち最も
大きな試みであり、これを維持・発展させる上で「財務改革の継続的実施」は人材育成策の継続性を担
保する上で極めて重要な政策となっている。また大学院学生の評価制度が 21 世紀 COE、グローバル
COE などを通じて徹底されたことから、医学部・医学研究科ではすべての専任教員に対する一定年限
毎の評価制度の実施が平成 19 年 10 月に決定した。現在、評価制度の指標策定を進めているが、平成
21 年度を目途にすべての教員・教室・部門の評価制度を完成させ、本プログラムの終了までに制度自
体の効果と再評価を行うことによって、終了後の制度定着を目指したい。
また、医学部・医学研究科の教員人事制度にもすでに大きな制度変更が完了している。本プログラ
ムでのテニュアに相当する「一定年限毎の評価を受けつつ、責任と権限を付与される教授職」を前述
の財務改革の断行によって 8 名の任用を可能とする体制をすでに申請時点で整備することができた。
このうち 3 名程度は 5 年で 3 期までの範囲で経常費負担の教授を研究特任で採用することがすでに
現時点で可能な体制を整えた。本学では本プログラムを発展させ、国の内外から優秀な若手研究者
が集まってくるような「磁力の高い」世界拠点をめざしていく。殊に本プログラムにおいては、すでにある
研究の雛形を目指すのではなく、自らの高い技術力によって、新しい研究領域を切り開く重要性を、
若手研究者の間に浸透させる。この認識を共有することにより、学内外研究費により、Type J 研究を、
独創性において一段向上させることができると考える。
実施期間終了後、任期制・評価制システムを維持・発展させるための資金は、医学部・医学研究科
の経常費削減などに加えて研究資材の一括購入制度を平成 20 年度半ばから本格導入することが決
定しており、テニュア教授用の人件費 5 千万円程度の確保は現時点で経常的に可能な状況にある。
研究スペースは総合医科学研究センターおよび先端生命科学研究所の時限付き研究スペースの他
に、3 年以内に建設される予定の新臨床研究棟などを活用することが可能である。
（５）期待される波及効果
１）学際連携：
グローバル COE プログラムによる博士課程育成人材と本プログラムによる国際公募による「細胞と代
謝」研究者の結集により新しい学際研究領域の開拓を推進する波及効果が期待できる。
２）グローバル化の加速：
外国人独立准教授の採用により講義、セミナー、文書の英語化を推進し、世界拠点としての国際化
を加速させる。
３）大学機構改革への波及効果：
本プログラムをキャリア・ディベロップメント・センターのイニシアチブにより実施することによって、学
部卒業後総計 5－6 年、およびポスドク期間 5 年間を合わせた 10 余年を、評価制度に暴露され続ける
環境が構築される。本プログラムにより本学の生命科学研究の主要領域を中心としてテニュア教授制
度が定着することにより、プログラム外の臨床教室でも同様の制度が立ち上がる期待がある。医学部・
医学研究科では平成 20 年度から「診療クラスタ」と呼ばれる社会のニーズに応じた多様な医療形態を
複数のコア診療科と公募により選出した経常費負担のテニュアポジションとのクラスタ形成によって実現
する試みを開始する。「細胞と代謝」領域で幹細胞、がん細胞生物学を対象に推進する本プログラムと
診療クラスタ構想の実現が並行して行われることは、「世界基準の基礎臨床一体型医学」を標榜する本
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学の建学の哲学に叶うものである。
３．採択時コメント
時限付き競争的研究スペースを提供するType J 制度や英語による若手の成果発表会COEX（COE,
coexistence (共存)，expanding horizons（視野の拡張）からの連想語） Meeting 等の学内の既存システム
を活用することによって、効率的に若手研究者の育成を図る点が評価された。「細胞と代謝」という世界的
な研究テーマを掲げる一方、「既存の研究を雛形とせず、新しい技術やコンセプトを持ち込む若手研究
者を募る」という斬新な方針は評価できる。研究環境も潤沢であり、若手研究者の研究成果が十分に期
待できる。
なお、テニュアポストが本制度に最適な職となるよう検討し、学内全体の改革に繋がるように、実施期間
終了後も本取組を継続していただきたい。
【採択条件】
現行計画案の、テニュア･トラックの若手研究者が6 名、テニュア枞を3 名では、費用対効果が相対的
に低く、実施期間終了後の事業の継続性にも疑問が残る。テニュア率に留意しつつ、コストを削減し、テ
ニュア・トラックへの採用人数を増やしてミッションステートメントに明記すること。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

20 年度

21 年度

度（平成）

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

総 額

科学技術振興調整費
1. 人件費

41.1

133.7

137.2

140.6

143.9

596.5

10.7
(3 名)

30.0
(3 名)

30.3
(3 名)

30.6
(3 名)

30.9
(3 名)

132.5

(2) TT 若手：
特別研究講師

27.2
(10 名)

84.7
(10 名)

90.1
(10 名)

94.0
(10 名)

97.0
(10 名)

393.0

(3) 研究補助者：
特別研究助教

1.8
(2 名)

8.5
(2 名)

8.6
(2 名)

8.6
(2 名)

8.6
(2 名)

36.1

(4) その他の補助者

1.4
(１名)

10.5
(2 名)

8.2
(2 名)

7.4
(１名)

7.4
(１名)

34.9

2. 備品及び試作品費

104.2

6.6

5.4

4.0

2.0

122.2

37.3

35.1

39.2

35.0

35.0

181.6

4. 旅費

0.6

3.6

3.6

4.0

4.0

15.8

5. その他

9.0

13.2

6.9

8.7

7.4

45.2

57.7

57.7

57.7

57.7

57.7

288.5

249.9

249.9

250.0

250.0

250.0

1,249.8

6.7

20.0

20.0

20.0

20.0

86.7

22.6

11.4

10.0

10.0

54.0

42.6

31.4

30.0

30.0

140.7

(1) TT 若手：
特別研究准教授

3. 消耗品費

6. 間接経費
調整費計
（自主的取組）
・研究スペース
利用支援経費
・競争的資金の
間接経費
自主経費計

6.7

注１）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員など）に分けて、年度
毎に従事人数とともに記載して下さい。
２）自主的な取組に係る経費があれば、それも含めて全体像を示して下さい。
３）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。
４）平成20年度は決算額、平成21年度は執行額、平成22年度は予算額、平成23年度、平成24
年度は計画を記入して下さい。（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．これまでの取組状況（実施内容・実績）の概要
1．これまでの取組状況の総括
本塾ではこれまで、幹細胞研究及び代謝研究における世界的教育研究拠点形成へ向けた取り組み
の中で、医・理工・薬・環境情報等関連諸学部の連携により世界を先導するリーダーの育成を目指し独
自の人材養成政策を推進してきた。かかる実績のもと、本プログラムは、この医学・生命科学の 2 領域の
基盤研究をより一層推進するため、すでに学内にある研究の雛形ではなく、むしろ本塾にない、新しい
技術やコンセプトをもちこみ新領域を開拓する若手研究者を学内外、国内外から集め、外部からも認知
される次世代のリーダーの養成を通じて本塾にテニュア・トラック制の浸透を図るものである。
慶應・咸臨丸プロジェクト
1860 年、福澤諭吉らを乗せ、幾多の困難を乗り越えて大時化の太平洋を渡り切り
サンフランシスコ湾に入港した咸臨丸は「世界と対等に渡り合う」という大きな使命
を果たし、日本に新しい時代を到来させた。時代を切り拓く志に満ちて荒海へと
乗り出し、見事その目的を果たして歴史に名を刻んだ若者たちのスピリットに倣い、
本塾では、「細胞と代謝」の基盤研究を担う若手育成プログラムを「慶應・咸臨丸
プロジェクト」と名付けた。このニックネームは、慶應義塾の建学の精神である「独
立自尊」のイメージと重なり極めて強いインパクトを与えている。
本プログラムを遂行するため、慶應義塾総合研究推進機構（機構長：申請時－塾長、現在-研究担
当常任理事）において、学部・研究科横断的な全学的プロジェクトの拠点設置を目的とする「先導研究
センター」内に「キャリア・ディベロップメント・センター（医学・生命科学）」（CDC）を設置した。
CDC は、慶應メディカルサイエンス研究における若手研究者育成政策を一体的に企画・推進する組
織であり、本プログラムはアカデミア志向の若手研究者支援、本プログラムと同時に採択された科学技
術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」事業では実業界志向の PhD 人材養成をそれぞ
れ担い、若手研究者のキャリア・プランに応じたサポート体制を構築している（図 1 参照）。
本プログラムでは、CDC 内に医学・生命科学関連部局の教員で構成されるテニュア・トラック運営委
員会を組織した。テニュア・トラック運営委員会は TT 若手の採用選考・評価審査を行うとともに、本プロ
グラムの運営を担う。また、中心的部局である医学部において、学部長直下に人事制度委員会を設置
した。国内外の専門家によるアドバイザリーボードを設置し、外部評価のみならず、養成期間中に適宜、
様々な助言を与えることができる仕組みを構築している（表 - 1 参照）。
以下に、現中間評価時点までの進捗状況と成果の概要を記す（表 - 2 参照）。
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図 1 慶應医学部・医学研究科の人材育成 （『慶應義塾大学医学部・病院の構造改革 －創立 100 年
に向けた取り組み－』 慶應義塾 6 月理事会資料より）
医学部人材と非医学部人材の融合的登用とキャリアトラックの整備による組織の活性化
＊ 医学部生だけが教育・研究・診療を支えていた時代には「就職センター」はなかった
＊ PhD研究人材の「タコつぼ化」解消を目指して助教有期化と開放型共同利用研究センター整備を実施

Physician Scientistの養成
医学・生命科学若手研究者の学際的研究支援

若手育成 「細胞と代謝」
咸臨丸プロジェクト
・ 開放型共同利用研究室拡充と有期教授任用
（昔の共利研：特定の研究機器の技術職集団の場
これからの共利研：一身独立の研究者が多彩な
研究者集団のハブとして機能する修行の場）

実業界・医療機関・省庁等での活躍
臨床研究・治験コメディカル人材育成
「PhD人材躍動プログラム」
キャリアデベロップメントセンターによる
（先導研究センター）インストラクション

がんプロフェッショナル
（医・看・薬連携の人材育成）

G-COE生命科学・医学
・医学研究科大型奨学金制度創設
（６０万円/年 １-３学年全員 2008～）」 「幹細胞医学」
「In vivoヒト代謝システム生物学」
専修医・博士課程兼任を可能に

H20 競争率
0.7→1.3倍へ

医学研究科専攻改組（２００９）
医学研究系 医療科学系
医学部人材

キャリアデベロップメントセンターによる
（先導研究センター）インストラクション

修士課程
大学院イニシアチブ
2006～2007, 2008-

理工学研究科 政策メディア研究科
（博士課程入学） （博士課程入学）

農学

理工学
薬学
MBA

人文科学

情報科学

① 平成 20 年 7 月、TT 若手の第 1 期国際公募を実施し、書面審査及びヒアリング審査を経て 98 名の
応募者（うち女性研究者 22％、外国人研究者 11％）の中から特別研究准教授 3 名、特別研究講師
10 名を採用した。選考にあたっては、Research Proposal の内容、研究業績、競争的研究資金の獲得
状況等にとどまらず、本塾にある研究の雛形ではない新しい技術やコンセプト、単に“独立した研究
者”にとどまらない各研究領域において真のリーダーとなり得る資質、すなわち、周辺と交流しながら
「新領域」を立ち上げることのできる可能性を重視した。13 名は「重点的な研究費の投下」及び「関連
する既存研究室の人的物的支援」という基本方針のもと研究活動を推進している。現中間評価段階
において優れた研究が立ち上がっており、自立的な研究を目指す塾内の若手研究者に極めて大き
な刺激を与えている。
② 「咸臨丸」の大きな航跡のひとつとして、そこでの審査方法を医学部の専任講師、准教授の選考にも
取り入れていくことになった。すなわち、“Job Seminar”という考え方が他の教員採用時の審査にも波
及し、自らの研究業績を紹介しながら、タイムテーブルを意識していかに明確に研究計画を述べるか、
という考え方が浸透した。
③ 平成 21 年 4 月、着任したＴＴ若手が一堂に会し、自己の研究テーマ・手法・目標とする成果を学内外
に向けてアピールするため、シンポジウム“慶應・咸臨丸プロジェクト Kick Off Meeting 『「細胞と代
謝」領域で日本に新しい時代を築く』”を開催した。学外アドバイザーからは、各 TT 若手の研究の方
向性に関するクリティカルな意見が出され、一般来場者も交え充実したディスカッションが行われた。
④ 平成 21 年 8 月に医学系 G-COE プログラム「幹細胞医学のための教育研究拠点」と共催した
“Summer School KEIO-LUND 2009”及び 10 月に先端研究拠点事業「幹細胞とがん幹細胞」と共催し
た“KEIO KANRINMARU Project Autumn Symposium 2009”において、ＴＴ若手が中間評価の一環と
して英語による研究発表を行った。発表者・来場者が相互に守秘義務を負う緊張感ある会場で未発
表データも含めたプレゼンテーションが行われ、学外評価委員であるスウェーデン・LUND 大学 Stem
Cell Center の Olle Lindvall 教授、Stefan Karlsson 教授らから多くのアドバイスを受けた。学外委員か
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らは、本プロジェクトの学術的レベルの高さに対し非常に大きな評価が得られた。
⑤ 平成 21 年 11 月、特別研究講師 1 名が東京医科歯科大学 脳統合機能研究センターの准教授に就
任したことに伴い、平成 22 年 1 月より第 2 期国際公募を実施し（公募人数：特別研究講師 1 名）、35
名の応募者（うち女性研究者 37％、外国人研究者 29％）の中から 1 名（女性研究者）を採用した。こ
のポジションは、事業実施期間終了後も自主経費によるテニュア・トラック ポストとして継続され、本プ
ログラムの継続性を示すものである。
⑥ 本プログラムは、慶應義塾創立 150 年事業（平成 20 年）及び医学部創設 100 周年（平成 29 年）に向
けた準備事業の一環としての若手研究者育成事業の中に位置づけられ、平成 19 年から断行された
医学部・大学病院財務改革及び教員人事制度改革と連動するものである。テニュア・トラック制は、透
明度が高く客観性の担保された評価システムに裏打ちされた任期制を前提とするが、上記事業の中
で、助教の有期化、教授（有期）制度を確立し（詳細は、Ⅲ.4.(目標④)、Ⅴ.８.、Ⅵ.１.(目標①②)の記
述等を参照）、人事の流動化と徹底した評価制度を導入したことは、テニュア・トラック制度の定着へ
向けたシステム改革の大きな成果である。
表 - 1 課題の運営・実施体制
委員会等の
名称

（延べ合計人数）
委員などの構成
検討の内容

自機関内

自機関外

執行部 関係部局 その他 国内 海外

（全学運営）
先導研究センター
キャリア・ディベロップメント・

全学的な若手研究者育成政策

3

11

-

-

-

1

16

-

2

17

-

1

16

-

3

-

3

センター（医学・生命科学）
（課題実施）

テニュア・トラック制の制度設計、国際公

テニュア・トラック運営委員

募実施・選考、プログラム運営、テニュア・

会（選考・運営部会）

ポスト獲得支援

（部局）

医学部におけるテニュア・トラック制度を

医学部人事制度委員会

含む若手研究者育成政策の企画遂行

（評価・点検）

システム改革の進捗評価、

 テニュア・トラック運営委

TT 若手の研究活動進捗評価、研究の

員会（評価部会）
 アドバイザリーボード

3

-

-

-

-

方向性へのアドバイス、中間評価・テニ
ュア審査の実施

-

-

7

「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
「（全学運営）」とは、本課題を実施するに当たって設置した全学レベルの委員会等
「（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
するための学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
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表 - 2 実施状況
取組内容
実施日
課題運営
平成 20 年 5 月下旪

・CDC 若手研究

～

者育成政策検討

国際公募・選考・
業績/中間評価

TT 若手育成

その他

会議 *数次開催
・テニュア・トラック
運営委員会（準備
部会） *数次開
催
平成 20 年 7 月 20 日

第１期 TT 若手国

～8 月 20 日

際公募

平成 20 年 7 月 24 日・

TT 若手公募説明

26 日、8 月 6 日

会

平成 20 年 8 月 22 日
～

TT 若手第 1 次選
考（書面審査）

平成 20 年 8 月 29 日
平成 20 年 8 月 30 日

TT 若手第 1 次選
考会

平成 20 年 9 月 19 日

TT 若手第 2 次選

～20 日

考会（ヒアリング審
査）

平成 20 年 9 月 22 日

TT 若手最終選考
会
 TT 若手が着任

平成 20 年 11 月 1 日

開始（平成 21
年 3 月 1 日に採
用者 13 名の着
任が完了）
 TT 若手研究開
始
平成 21 年 4 月 25 日

全 TT 若手による

慶應・咸臨丸プロ

研究発表及び学

ジェクト Kick Off

内外評価委員に

Meeting 開催

よる評価
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平成 21 年 8 月 3 日

※シンポジウムで

TT 若手による研

Summer School

～4 日

の研究発表に対

究発表（13 名中 7

KEIO-Lund 2009

する評価を中間

名）及び学内外・

開催

評価の一資料と

国内外評価委員

する

による評価

平成 21 年 10 月 21

※シンポジウムで

TT 若手による研

KEIO

日

の研究発表に対

究発表（13 名中 6

KANRINMARU

する評価を中間

名）及び学内外・

Project Autumn

評価の一資料と

国内外評価委員

Symposium 2009

する

による評価

開催

平成 21 年 11 月 1 日

TT 若手・味岡 逸
樹講師が東京医
科歯科大学 脳統
合機能研究セン
ター独立准教授
（テニュア・ポスト）
に着任

平成 22 年 1 月 21 日
～

第 2 期 TT 若手国
際公募

平成 22 年 2 月 22 日
平成 22 年 2 月 23 日
～

TT 若手第 1 次選
考（書面審査）

平成 22 年 3 月 2 日
平成 22 年 3 月 8 日

TT 若手第 1 次選
考会

平成 22 年 3 月 26 日

TT 若手第 2 次選
考会（ヒアリング審
査）・最終選考会
 TT 若手が着任

平成 22 年 5 月 1 日

 TT 若手研究開
始
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２．採択時コメントへの対応状況
① （コメント） 時限付き競争的研究スペースを提供する Type J 制度や英語による若手の成果発表会
COEX（COE, coexistence（共存），expanding horizons（視野の拡張）からの連想語）Meeting 等の学内
の既存システムを活用することによって、効率的に若手研究者の育成を図る点が評価された。
“Type J 制度”は総合医科学研究センター（医学部・信濃町キャンパス）内の「リサーチパーク」で実
施している若手支援策であり、厳正な審査で採択された若手研究者が一定期間 安価な利用料で研究
スペースを得て、Principal Investigator（PI）として研究をマネジメントする機会を与えるものである。本塾
のテニュア・トラック システムは過去 5 年間で 7 人の PI を学内外に輩出してきたこの Type J 制度をモ
デルとする。TT 若手（准教授クラス）の研究継続性を損なわず業績を上げさせるためスペース利用料を
大学負担とし、独自のノウハウの上に本プログラムを導入することにより若手支援策をより充実化した。
総合医科学研究センターは、G-COE プログラム（医学系・生命科学）や Core-to-Core 研究交流事
業等のほか本プログラムの拠点ともなっており、TT 若手は、国内外の著名な研究者の往来による極め
て活発な世界規模の人材交流・頭脳循環の中に身を置いている。なお、本プログラムでは外国人若手
研究者を積極的に採用しようとしたが、選考の結果、外国人応募者 21 名のいずれも採用レベルには達
しなかった。今後は、国際公募と並行し、すぐれた外国人研究者を本学の海外提携校等を通じて採用
する道も考える。しかし、上記の通り、本塾では既に国際的研究環境が形成されており、本塾における
英語によるプレゼンテーション技術は他学と比較しても極めて高いものと自負する。
このように、塾内既存システム及びノウハウの活用による若手研究者育成計画への評価に応え、初期
の計画はますます加速している。
② （コメント）「細胞と代謝」という世界的な研究テーマを掲げる一方、「既存の研究を雛形とせず、新し
い技術やコンセプトを持ち込む若手研究者を募る」という斬新な方針は評価できる。
TT 若手の選考に当たっては、基礎・臨床を問わず申請当時既に世界的水準にあると内外から評価
されていた本塾「細胞と代謝」研究領域の実績の積み上げのみに甘んずることなく、自らがリーダーとな
って新領域を開拓するスピリットを有する若手研究者の採用に徹底的にこだわった。この視点により、Ｔ
Ｔ若手の選考を本塾「細胞と代謝」研究の将来的展開を立体的にデザインする貴重な機会と位置付け
た（この過程に学外委員の参画を得たのは画期的であった）。ヒアリング審査（英語）では、研究者人生
にとって重要な学位取得後 10 年以内程度という時期にある程度研究テーマを絞り込み、研究構想から
もたらされるブレイクスルーについて澱みなく語り、批判的意見を論破し得るリーダーの素養を重視し
た。
この視点から、医学のみならず生命理(工)学、薬学などさまざまなバックグラウンドを有するユニーク
な若手研究者を採用し、この方針の斬新さに対する評価に応えることができたと自負している。例えば、
従来本塾にはなかった DNA 損傷や細胞極性の研究が立ち上がりつつある。ことに、DNA 損傷における
ヒストンユビキチン化の研究は Nature 誌の Article にアクセプトされ、画期的成果として挙げることができ
る。
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③ （コメント）研究環境も潤沢であり、若手研究者の研究成果が十分に期待できる。
平成 20 年 10 月、総合医科学研究センター内の 4 つの組織（医学部共同利用研究室、幹細胞医学
教育研究センター、ヒト代謝システム生物学センター、iPS 細胞研究施設）を統合した慶應医科学開放
型研究所（Keio-Med Open Access Facility、慶應 OAF）が共同利用・共同研究拠点として文部科学省
の認定を受けた。現在では研究機器の共用のみならず、当センター内の基礎系コア研究室、多彩な産
学官連携プロジェクトや研究者同士をつなぐ“ハブ”として機能する場となっている。総合医科学研究セ
ンターはほとんどの TT 若手が研究スペースを置く本プログラムの拠点であり、慶應 OAF の機能による
豊かな設備環境・人的知的交流環境のなかで、TT 若手が研究成果を創出する必須の前提条件である
「孤立させない独立支援」が実現している。
また、世界最大級のメタボローム解析研究所である山形・鶴岡タウンキャンパスの先端生命科学研究
所の設備も自由に利用が可能であり、現在ＴＴ若手の 1 名がショットガン解析を用いたシェディングター
ゲットのスクリーニングを行っている。
潤沢な研究環境を TT 若手の研究成果創出につなげるとの期待には充分対応している。
④ （コメント）テニュア・ポストが本制度に最適な職となるよう検討し、学内全体の改革に繋がるように、
実施期間終了後も本取組を継続していただきたい。
テニュア制度とは、一般的には「教員の自由な教育研究活動を保障するため、心身に障害を負い、
教育研究活動の継続が不可能になった場合を除いて、終身（定年まで）、当該大学の教員としての身
分を保障する制度」などと説明される。しかしながら、評価制・有期制に進む潮流のなかにあっては再任
により相当程度長期に渡る在任可能性のある有期ポストも本プログラムでいうところのテニュアと位置付
けるのが本塾の方針であり、これは、若手研究者にとっても充分に魅力あるポストであると考えている。
本プログラムの目的は、確かな基盤技術を持ち、その展開を「細胞と代謝」領域で図ろうとする優秀で
意欲ある若手研究者の自立支援を通じ、本塾に任期制・評価システムの定着を図ることにある。従って、
本塾における医学・生命科学研究の拠点である医学部を中心に若手研究者養成システム改革の第 1
段階を断行し、第 2 段階として関連諸学部への波及を期するのは当初計画の通りである。テニュア・トラ
ック制度の前提となる任期制・評価制度の全塾展開へ向けた基盤は、以下の通り生命科学関連部局に
おいて既に形成されつつある。
【理工学部】 テニュア・トラック制と親和性の高い人事システムを稼働させている。すなわち、有給教員
ポストの総枞を把握した上で転出、退任、有期期間満了等により空席となったポストを一時「学
部預かり」とし、学部・研究科全体の制度設計・人事計画に基づいて当該ポストを部局に配分す
る。その後当該ポストが役目を終え空席となった場合には再び部局から“学部に返す”というシス
テムである。ここでは現在、有期の准教授が在任期間中の業績について評価・審査を受け、結
果次第で部局の有するテニュア・ポストを獲得し得るというテニュア・トラックのひな型といえるシス
テムが一部稼働しており、全塾展開へ向けた自主的取り組みの 1 つといえる。
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【薬学部】 任期付専任教員制度が採用されている。すなわち、全専任教員は 5 年の任期を有し、審査
委員会により任期中の教育・研究活動の業績審査を受けるものとされ、再任が可とされた場合に
身分が継続される。ただし、助教の再任は原則１回限りとされ、競争的環境が維持されている。
【環境情報学部】 鶴岡メタボローム・キャンパスを擁する環境情報学部においては、若手研究者を専任
講師として有期雇用し、その間の業績評価により任期なしのテニュア・ポストへ登用する人事シス
テムが一部稼働している。
このように、医学・生命科学関連部局においてはテニュア・トラック制導入の素地が醸成されており、
CDC の主導のもと、各部局の特性を活かしつつそれぞれの任期制・評価制に本プログラムによるテニュ
ア・トラック制度の精神を波及させてこれらを一体的に捉え、慶應医学・生命科学領域における若手研
究者のテニュア・トラック人材登用システムを確立する段階にある。
⑤ 【採択条件】 現行計画案の、テニュア・トラックの若手研究者が 6 名、テニュア枠を 3 名では、費用対
効果が相対的に低く、実施期間終了後の事業の継続性にも疑問が残る。テニュア率に留意しつつ、
コストを削減し、テニュア・トラックへの採用人数を増やしてミッションステートメントに明記すること。
ＴＴ若手約 6 名を准教授クラスで有期採用し、3 枞のテニュア教授枞を設けるとの当初計画案には次
の理由があった： ①医学・生命科学研究では他の科学・技術領域と比べ研究スペースの初期セットア
ップに莫大な資金を要する（スペース利用料を除き最低 3,000 万円/100 ㎡とも言われる）。さらに、准教
授クラスの研究規模・レベルにおいては研究補助者のサポートが不可欠なため、尐数精鋭主義で資金
の集中投下を行う必要性がある。②准教授ポストを用意してより有能な独立志向の高い人材を募る反面、
限られたテニュア教授職獲得へ向けた厳しい環境にチャレンジする意欲を予め認識させる必要がある。
しかし、費用対効果及び制度の定着・継続のためテニュア・トラックの“すそ野”を広げるという観点か
ら、本塾では TT 若手の採用枞を准教授 3 名及び講師 10 名の計 13 名に拡大し採択条件に対応した。
経費面では、准教授クラスの独立支援トラック（スーパーJ クラス制度）と講師クラスの自立支援トラック
の 2 本立ての制度を構築してスタートアップ資金・年度研究費・研究スペースの支援内容に差を設け、
コスト増加を抑えた。同時に、研究拠点を総合医科学研究センターに集約し、同センター内の関連研究
室にセットアップ完了までの人的物的支援の確約を得ること、及び最先端機器を揃える慶應 OAF 各施
設の経済的・優先的利用を可能とするなど側面からの支援策をより手厚くした。なお、現時点で、テニュ
ア率の目標上限である 75％を超えるテニュア・ポストの用意は可能である（後述）。
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３．機関の「テニュア像」
本プログラムでは、輩出する若手研究者が単に独立しテニュア・ポジションを得るのではなく、真の国
際的なリーダーになることを目指している。研究テーマを絞って深く探究し、該当分野でオピニオンリー
ダーになること、また所属機関の枠を超えて後進を指導し、研究チームを構築していくことが最重要で
あり、ミッションステートメントを達成するだけの自主経費財源とポストを準備することは勿論であるが、
「安定的な職位を得ること」はむしろ副次的なことと考えている。そのため、ＴＴ若手には 5 年程度という
テニュア・トラック期間でリーダーとなり得る素養を磨くに充分な支援を行っている。すなわち、①重点的
に研究費を投下し、②関連研究室からの人的物的支援と共有ファシリティの経済的・優先的利用を保
障し、③研究進捗や成果について国際的レビューを受ける機会が多く与えつつ、④従前の指導教員か
らの支配的干渉の排除に部局を挙げて取り組んでいる。
テニュア審査では書面審査及びヒアリング審査を予定しており、論文数などの研究業績や競争的研
究資金獲得状況などの客観的データによる評価も行うが、そこでの着眼点は単純な相対評価ではない。
その数字・文字や言葉の奥に光る、単に“独立した研究者”であるにとどまらない各研究領域において
真のリーダーとなり得る資質こそが重要であり、その意味で、テニュアの審査主体にはそれを見出す力
量が求められる。
任期を付さない職位は尐数の優れた研究者に与えられてもいいが、現在の日本の競争的研究環境
にあってはテニュアに対しても一定期間毎の業績評価はあって然るべきであり、“日本型”の研究スペー
スの確保されたテニュア像は見直されるべきである。なお、本塾ではこの考え方に基づいて、すでに、
教授を含めたテニュアの業績評価を平成 22 年度から開始している。
４．中間評価時点までの計画（目標）の達成状況
ミッションステートメントの〈３年目における具体的な目標〉についてその達成状況を以下に示す。
（目標①） 優秀な若手研究者を国際公募により選抜し、研究の申請内容及び競争的研究費の取得状
況などを勘案して候補者 13 名（スーパーJ クラス 3 名、自立支援トラック 10 名）を決定する。
TT 若手の採用枞を 13 名に拡大し、平成 20 年 7 月から 10 月にかけて実施した第 1 期国際公募・選
考により、特別研究准教授 3 名、特別研究講師 10 名を採用した。その後、ＴＴ若手 1 名が他機関にテニ
ュア・ポストを獲得し転籍したことに伴い、平成 22 年 1 月から 4 月にかけて実施した第 2 期国際公募によ
り特別研究講師 1 名（女性研究者）を採用し、プログラム規模を維持した。
「細胞と代謝」領域にテーマを絞ったことにより、生命科学系に一気に 13 件の研究プロジェクトが誕生
したことになり、慶應医学の一層の発展に寄与することができると期待している。このように、本目標は充
分に達成されている。
（目標②） スーパーJ クラスに採用された特別研究准教授 3 名に研究スペース（100 平方メートル）及び
研究費を提供する。一方、自立支援トラックの特別研究助教・講師にはコア研究室内に独立した研究ス
ペース（30 平方メートル）、あるいは 1 ユニット 100 平方メートルを自立支援ユニットとした融合スペース
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（一人当たり 10～12.5 平方メートル）を確保する他、コア研究室共用スペースの利用を可能とし、研究費
を支援する。最初の 2 年間はコア研究室の人的物的支援と本プログラムによる財政的援助を受けなが
ら研究を進める。
採用された特別研究准教授には総合医科学研究棟又は臨床研究等内に約 100 ㎡の研究スペースを
提供し、2,000 万円／人のスタートアップ資金、300 万円／年度の研究費、ポスドク又は技術員の支援を
行った。特別研究講師には、関連研究室内に一定程度独立した研究スペースを確保し、1,000 万円のス
タートアップ資金、200 万円／年度の研究費の支援を行った。関連研究室からの人的物的支援は本プロ
グラムの柱であり、部局を挙げて支援体制を構築したが、コーディネーター教員によるメンター教員との
意見交換により過度の干渉が行われていないか確認をし、また関連研究室とは独立した研究費の経理
処理を行う等の施策により、TT 若手の自立性は担保した。なお、3 年目以降も、ＴＴ若手の自立にとって
必要な支援を継続して行っている。従って、本目標は充分に達成されている。
（目標③） 若手研究者が数ユニットの研究室で主体的に研究を動かし、業績評価と競争的研究費獲得
実績によりテニュア審査を受けることを原則とする。十分な実績を挙げた准教授の場合、2～3 年で教授
に昇進しロールモデルになってもらう。
本目標を達成するため、医学部においてテニュア教授ポスト（5 年毎に更新、最長 15 年の在任が可
能）と講座運営費の財源を確保している。
平成 22 年度中に実施するＴＴ若手の中間評価は本人の申請によりテニュア審査の扱いとすることを可
能としており、現時点で、既に開示しているテニュア審査項目について国内外の一線級の研究者から高
い評価を得るに充分な業績を挙げたと自任する准教授は申請が可能である。
本目標を達成するための機関としての「しくみ」の整備は既に完了し、あとは TT 若手（准教授）の業績
評価と意志の問題のみである。
（目標④） 組織としては、3 年目までに医学部・医学研究科の全ての教員・教室・部門の評価制度設計
を完成させる。
本塾医学部においては、人事制度委員会の主導のもと、平成 21 年 4 月 講師の一部と全ての助教の
任用において有期制・評価制を導入し、ミッションステートメントの最終目標を一部前倒しして達成した。
また、平成 22 年度より講師以上の任期を付さない職位においても教育・研究・（大学病院の場合）診療
という多方面から複数の評価者による一定期間の業績評価を実施する。この結果により、次の見直しが
行われる予定である。すなわち、研究遂行上、研究室あたりの研究スペース、定員、研究費は最重要要
件である。研究費に関してはすでに日本全体で競争的になりつつあるが、前 2 者、研究スペースと定員
については「既得権」なる意識が働き必ずしも可塑的ではない。本塾医学部では、このテニュア・トラック
制度と平行させて、平成 22 年度、業績評価とそれに伴う研究スペース、定員の見直しを行う。この点でも
ミッションステートメントの目標を前倒しして実行しており、本目標は充分に達成されている。
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５．実施期間終了後を含めた今後の計画の概要
振興調整費によるシステム構築と本塾医学・生命科学領域における多彩な若手研究者支援策を複合
的に組み合わせることにより、ミッションステートメントの目標を達成していく。また、テニュア講師を目指す
助教にもテニュア・トラック型支援を導入し、すそ野を広げてシステム改革を継続・発展させる。第 2 期採
用の TT 若手は実施期間終了後も自主経費でテニュア・トラックを継続する。最終的には、本プログラム
の成果として確立されたテニュア・トラック モデルを関連部局が承継し、それぞれの通常の教員人事制
度の中に取り込んで展開していくことを目指す（以上「Ⅵ．今後の人材養成システム改革の計画」に詳
述）。
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Ⅳ．機関による自己評価
(1) ミッションステートメントに対する達成度
3 年目における具体的な目標の達成状況は「Ⅲ．４．」の通りであり、①ＴＴ若手の公募・選抜・採用及
び②自立的研究環境整備の支援開始は順調に推移した。③テニュア教授ポスト昇進のロールモデルに
ついては、准教授は平成 22 年度中に実施する中間評価の場においてテニュア審査の厳格な数値基準
（代表的論文 2 編以上など）をクリアする必要があるが、機関としての準備は既に整っている。中間評価、
テニュア審査の審査基準（項目）・方法等については「Ⅴ．６．」に詳述する通り既に決定し、TT 若手に通
知している。④医学部・医学研究科の教員評価制度設計については、一部（講師の一部と全ての助教）
は既に前倒しして有期制の導入まで完了している。また平成 22 年度より講師以上のテニュア教員も一定
期間の業績評価の導入が決まっており、既に達成されているといえる。
以上より、3 年目まで目標は概ね達成されたと評価している。
(2) 国際公募･審査・業績評価
 〔国際公募〕 第 1 期公募（募集人数計 13 名）では日本を含め 14 カ国から 98 件、第 2 期（同 1 名）は
同じく 9 カ国から 35 件の多彩な応募が得られた。応募申請書を含め選考過程は全て英語で行うことを
予め告知し、外国人研究者も応募し易くした。第 1 期に行った『Nature』誌全世界版への求人広告掲
載は費用に比しその効果が低く、第 2 期ではこれを行わず Web による求人案内掲載に注力した。
 〔審査〕 学外選考委員の参加のもと、公平性の確保を第一義とした。女性研究者・外国人研究者枞を
予め設定することは選考において Double Standard を採ることになり、「テニュア像」を複数設定する必
要性に迫られる。それは、実力本位のテニュア・トラック制度の本質に悖るものであり、また、本塾医学・
生命科学領域が進むべき方向性に大きなブレをもたらすものである。TT 若手の多様性は Research
Proposal の内容（純粋なサイエンス）と性別・国籍を超越した研究者個人のバックグラウンドによって確
保されるべきであり、本塾ではこれまで、全応募者を統一的基準のもとに選考してきた。
 結果として現在外国人の採用はないが、より優秀な外国人の応募を得るための工夫は必要と考えて
いる。この点、公募期間について、意欲ある若手研究者の支援を早期に開始することと国際公募の実
を上げることとの調整の観点からいずれの公募も正味 1 ヶ月以上を設定して実施したが、さらに期間を
確保する余地があったと考えている。
 〔業績評価〕 平成 22 年度中に TT 若手の中間評価を行う。医学・生命科学領域における業績評価は
ある程度長い期間の積み重ねを斟酌する必要があり、5 年間を一つのまとまりとして考える。従って、
年度評価・中間評価は、研究の進捗と方向性を確認することを主眼とする。中間評価の一部として国
際シンポジウムにおける TT 若手の研究発表を実施済みであり、国内外の著名な学外評価委員より上
記観点から多くのアドバイスが与えられた（評価結果は TT 若手及びメンターにフィードバックした）。ま
た、選考・業績評価の過程においては常に学外委員が参加しており、客観性を担保している。
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(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）
独自の取り組みとして、医学部講師の一部・全ての助教に有期制・評価制を導入し優秀な人材の流動
化を進めた。医学部・医学研究科テニュア教員の業績評価を平成 22 年度から開始しており、テニュア・ト
ラック制の定着へ向けたプロセスを前倒しして実施できたと評価している。
(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）
『「細胞と代謝」の基盤研究を担う若手育成』は医学・生命科学領域の若手養成システム改革であり、
本プログラムの採択を契機として医学部長の下に設置された「人事制度委員会」がキャリア・ディベロップ
メント・センター（医学・生命科学）と連携し、医学部におけるシステム改革をマネジメントする。
本テニュア・トラック プログラムでは、学部横断的にテニュア・トラック後の職位が議論されることが多い。
しかし、対象となる研究科が多岐に渡るプログラム設計の場合統一的な学術シンポジウム等を開催する
のが困難であるという事情が尐なからず見られる。従って、議論が「外形的」なことに傾く嫌いがある。幸
い、本塾における「咸臨丸プロジェクト」では「細胞と代謝」という生命現象に特化し、結果的に医学研究
科主導でテニュア・トラックを遂行することになった。この結果、成果発表会や審査会においても、互いに
テーマが関連するため外国人を含めたピアレビューを実施することができ、若手研究者の養成をより学
術的に、より実質的に行うことができたと評価している。現在、医学研究科において「咸臨丸プロジェクト」
をさらに充実させ、その成功例をもって他の研究科さらに塾全体に「テニュア・トラック制」を働きかけること
が我々の使命であり、CDC において提案し、他の自然科学系研究科でも本プログラムによるテニュア・ト
ラックシステムをモデルとして導入していく。
(5) 実施期間終了までの進め方
平成 22 年度中に TT 若手の中間評価を行い、実施期間最終年度である 24 年度のできるだけ早い時
期にテニュア審査を実施する。現在、TT 若手のためのテニュア・ポスト（教授職及び准教授職）を 8 枞用
意しており、今後も、Ⅵに示すような財務改革および人材の流動化施策による経費創出ならびに従前の
講座（教室）の教員定員の概念にとらわれない空席テニュア・ポストの弾力的活用を推し進めることにより
上記の枞を可能な限り拡大していく。
(6) 実施期間終了以降の継続性・発展性
平成 22 年度に着任した TT 若手は 25 年度以降自主経費による雇用に切り替わり、26 年度にテニュ
ア審査を受けることになる。。それを軸として制度の定着と拡大を図る。すなわち、自主的取組により、現
行の准教授、講師レベルのほか既に有期化した助教レベルでテニュア・トラック型若手支援システムを稼
働させ、講師を目指すトラックを設ける方針である。具体的には、実施期間終了後も 5～6 名程度の TT
若手枞を用意する予定である。これらをモデルとし、関連部局の通常の人事制度の中にテニュア・トラック
型の公募・選考・トラック・審査制度を取り込んでいく。定員枞を増やすことが本制度の目的ではないこと
を認識し、テニュア・トラック制度を部局における戦略的人事のツールとして最適化していく。なお、実施
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期間終了後の TT 若手に対する研究費措置の財源については重要な問題であり、検討を続けているが、
現段階では、現行の経常的経費による塾内助成制度を一部転用しこれに充てることを計画している。
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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進捗状況
１．国際公募の状況
平成 20 年度に第 1 期国際公募（採用者は同年度中に着任）を、平成 21 年度に第 2 期国際公募（平
成 22 年度に着任）を実施した（表 - 3～7）。2 回の国際公募で延べ 133 名（うち外国人研究者 21 名、女
性研究者 35 名）から応募があった。学外選考委員 3 名を含む選考委員会における書面審査、ヒアリング
審査を経て准教授職 3 名・講師職 11 名（うち女性研究者 1 名）を採用した。外国人応募者はいずれも採
用レベルに達せず、結果的に現在採用はない。
「細胞と代謝」の基盤研究にテーマを絞ったことから、公募・選考は同テーマに関連する部局の教員が
選考委員会に参加するかたちで一元的に実施し、採用後、各 TT 若手がその専門分野の研究を進める
ために最も適したキャンパス（部局）で研究スペースを提供する仕組みを採った。これにより、部局ごとに
選考基準や方法が異なるということがなく、公平な審査を行うことができた。なお、結果として、現在採用さ
れている TT 若手は全て信濃町キャンパス（医学部）の総合医科学研究センターの所属となっている。
表 - 3 平成 20 年度第１期国際公募の実施状況
【公募分野】 医学・生命科学（「細胞と代謝」の基盤研究）
公募分野・部局

【公募部局】 医学部、医学研究科／理工学部、理工学研究科／薬学部、薬
学研究科／環境情報学部、政策・メディア研究科
※但し、公募・選考は一元的に実施

公募期間

平成 20 年 7 月 20 日～平成 20 年 8 月 20 日

公募媒体

・『Nature』誌全世界版

・『Naturejobs』Web 広告

・『実験医学』誌、メールマガジン、Web 広告

・『細胞工学』Web 広告

・『JREC-IN』（JST 研究者人材データベース）

・ホームページ、ポスター

・説明会（3 回、於：総合医科学研究棟 1 階ラウンジ） 等
公募費用

91.8 千円

表 - 4 平成 21 年度第 2 期国際公募の実施状況
【公募分野】 医学・生命科学（「細胞と代謝」の基盤研究）
公募分野・部局

【公募部局】 医学部、医学研究科／理工学部、理工学研究科／薬学部、薬
学研究科／環境情報学部、政策・メディア研究科
※但し、公募・選考は一元的に実施

公募期間

平成 22 年 1 月 21 日～平成 22 年 2 月 22 日

公募媒体

・『Naturejobs』Web 広告
・『JREC-IN』（JST 研究者人材データベース）
・HP、ポスター等

公募費用

・説明会（於：総合医科学研究棟 1 階ラウンジ） 等

10 千円
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表 - 5 国際公募への若手研究者応募状況
採用年度

単位：人、 （ ）内は女性の内数

（平成）

人数

医学・生命科学（「細胞と

20 年度

代謝」の基盤研究）

日本国籍

合計

87 (19)

11 (3)

98 (22)

1

25 (10)

10 (3)

35 (13)

112 (29)

21 (6)

133 (35)

代謝」の基盤研究）
合計

表 - 6 選考・採用段階別の若手研究者数
応募者数

外国籍

13

医学・生命科学（「細胞と

22 年度

応募者数

公募

公募分野

単位：人、（ ）内は女性の内数

審査（1）

審査（2）

審査（3）

資格審査兼

ヒアリング審査

最終選考

審査(1)合格者数

審査(2)受験者数

最終合格者数

23 (5)

22 （5）

14 （1）

採用者数

書面審査
133 (35)
日本

外国籍

国籍

日本

外国籍

国籍

日本

外国籍

国籍

日本

21

22

1

21

1

14

(29)

(6)

（4）

（1）

（4）

（1）

（1）

表 - 7 年度・分野別の選考・採用状況

（平成）
2０年度
2１年度
合

総数

日本

外国籍

国籍
0

14

0

（1）

単位：人、（ ）内は女性の内数

応募者総数
分野

外国籍

国籍

112

採用年度

14 （1）

書類審査通過者

日本

外国

国籍

籍

総数

日本

外国

国籍

籍
0

ヒアリング審査通過者
日本

外国

国籍

籍

13

13

0

(0)

(0)

総数

医学・生命

98

87

11

19

19

科学系

(22)

(19)

(3)

(1)

(1)

医学・生命

35

25

10

4

3

1

1

1

科学系

(13)

(10)

(3)

(4)

(3)

(1)

(1)

(1)

133

112

21

23

24

1

14

14

(35)

(29)

(6)

(5)

(4)

(1)

(1)

(1)

計

22

0
0

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
① TT 若手の選考・採用基準
1. 年齢相応の研究費（科研費など）獲得が期待され、自立が見込まれること
2. 一分野に限局せず、周辺分野への波及効果が大きいこと
3. 関連講座の延長ではなく、独自の研究領域を有すること （Correspondence を取りうること）
4. 「細胞と代謝」の研究推進上、必要と考えられること
* 候補者と同一研究室である等、中立・公正に審査を行うことが困難であると判断される候補者の
採点は辞退する
* 書面審査の結果、同点の者がある場合には、外国人、女性、若手を優先する
② TT 若手の選考・審査方法
【第 1 次選考 書面審査】 審査主体：テニュア・トラック運営委員会（選考・運営部会）
1. 応募書類は全て英語で作成する
2. 選考委員会委員長が、応募申請書を次の 2 つのグループに振り分ける：
グループⅠ（代謝・生化学・免疫、医学以外）／グループⅡ（幹細胞・細胞生物、がん、臨床）
3. 選考委員 14 名はその専門領域によりグループⅠⅡに分かれ、①により振り分けられた応募申請書
の全件を審査する（応募申請書 1 件につき尐なくとも 7 名の選考委員が審査を行う）。
4. 各選考委員は、「准教授」、「講師」別にそれぞれ以下の 4 段階評価で採点する：
A

最上位 10%

上記審査基準に照らし、非常に優れていると評価するもの

B

上位 10%

上記審査基準に照らし、優れていると評価するもの

C

中位 20%

上記審査基準に照らし、妥当であると評価するもの

D

下位 60%

上記審査基準に照らし、不十分であると評価するもの

5. A→4 点、B→3 点、C→2 点、D→1 点として換算のうえ合計点を集計。グループ間で点数の偏差を
調整した上、総合順位を出す。
【第 1 次選考会】 全選考委員によるヒアリング審査対象者の選定
【第 2 次選考 ヒアリング審査】 審査主体：テニュア・トラック運営委員会（選考・運営部会）
1. リサーチ・プロポーザルのプレゼンテーション（英語、10 分）
2. ディスカッション（英語、准教授 原則 20 分／講師 原則 10 分）
3. 各選考委員は、「准教授」、「講師」別にそれぞれ以下の 3 段階評価で採点する：
A

上記審査基準に照らし、是非採用すべきと評価するもの

B

どちらともいえない

C

上記審査基準に照らし、採用すべきでないと評価するもの

4. A→3 点、B→2 点、C→1 点として換算のうえ合計点を集計。ヒアリング審査実施日間で点数の偏差
を調整した上、総合順位を出す。
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【第 2 次選考会】 全選考委員によるヒアリング最終候補者の選定
【最終審査】 審査主体：部局教授会及び常任理事会
1. 受入部局の教授会による承認
2. 常任理事会による審議・決裁
なお、審査の結果、同点の者がある場合には外国人、女性、若手を優先する方針であったが、外国人
採用枞、女性採用枞は設けず、統一基準による公平な選考に徹した結果、外国人の採用には至らなか
った。女性研究者については、その応募率が上昇した第 2 期国際公募（第 1 期の 23％から 38％へ）にお
いて 1 名を採用した。
選考委員の構成については、表 - 8 の通りである。
表 - 8 TT 若手の選考・採用の体制
選考委員などの構成
選考の段階

選考の内容

自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第 1 次選考

資格審査 兼 書面審査

1

13

-

-

-

第 2 次選考

ヒアリング審査

1

13

-

3

-

7～9

-

-

-

-

最終選考

採否に関する最終決裁

（２） 採用者の状況
採用者の状況は表 - 9 の通りである。
表 - 9 ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用人数

内訳

公

採

募

用

年

年

度

度

20

20

年

年

度

度

小計

13

0

13

0

0

6

5

21

22

医学・生命科学系

1

0

1

0

1

0

0

年

年

(*2)

(*2)

度

度

1

0

1

0

1

0

0

14

0

14

0

1

6

5

部局等

医学・生命科学系

振興調整

自主経費

日本

外国

費で採用

で採用

国籍

籍

13

0

13

0

自機関
女性
0

直前

学位

職

授与

6

5

(*1)

小計
合計

(*3)

*1 なお、直前職として独立行政法人日本塾術振興会に所属していた 2 名（特別研究員）は、同時に慶應義塾大学医学
部の共同研究員の職位を有していた。
*2 但し、当該 1 名は平成 25 年度より自主経費での雇用となる。
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*3 なお、当該 1 名は直前職として独立行政法人科学技術振興機構（さきがけ研究員）に所属していたが、同時に慶應義
塾大学医学部の共同研究員の職位を有していた。

３．TT 若手の研究環境整備
TT 若手の研究環境等の整備状況について、表 - 10 にまとめる。
表 - 10 ＴＴ若手の研究環境等の整備状況
研究環境の整備状況
部局内において既存の教室・研究室から独立した「総合医科学研究セ
研究環境（所属・研究室等）

ンター」に配属。研究分野により信濃町キャンパス・総合医科学研究セ
ンター又は山形鶴岡タウンキャンパス・先端生命科学研究所に研究ス
ペースを与えられる（現 TT 若手は全て総合医科学研究センター）。

メンターの役割・配置等

関連教室教授をメンターとして配置（1～2 名／TT 若手 1 名）。共通指
針「孤立させない自立支援」の下研究スペースの提供、研究補助者
（大学院生含む）のサポートを通じた研究チーム構築支援、機器・消耗
品の共用などの自立支援実施。毎月 1 回教授会前にテニュア・トラック
運営委員、メンターが会合。支援内容にばらつきがないか相互状況報
告、支配的干渉がないか意見交換。

人的支援

特別研究准教授の場合、研究費とは別に本プログラムが研究補助者
（ポスドク又は技術員）1 名の人件費を負担。自主的取組みとして、各メ
ンターが TT 若手のために研究補助者（大学院生含む）を雇用・配置。

研究

スタートアップ資金

資金

年間研究費
研究スペース

特別研究准教授 2,000 万円／人、特別研究講師 1,000 万円／人
特別研究准教授 300 万円／人・年、特別研究講師 200 万円／人・年
特別研究准教授 原則として独立スペース約 100 ㎡、
特別研究講師

関連研究室内に 10～30 ㎡

いずれも研究室・実験室を含む
共通設備・施設

総合医科学研究センター Keio-Med Open Access Facility（慶應医科
学開放型研究所）の共同利用研究室の利用が可能。また、本プログラ
ムとして、平成 20 年度に FACSAriaⅡを共通備品として導入

ＴＴ若手の独立性（自立性）確保については、まず本塾内で若手研究者の自立的研究環境整備促進
という本プログラムの趣旨が広く認知されており、メンターをはじめとする支援者側教員は TT 若手と研究
スペース・スタッフ・機器等を共有しつつも一定の距離感を保つ土壌が形成されている。すなわち、手厚
いサポートを受ける反面研究自体は自らの手で立案・遂行することを求めることにより、PI としての重責を
自覚させる。研究費管理の面でも、本プログラムより支援する研究費・間接経費は TT 若手ごとに独立し
たコードで管理され、経理事務も法人事務部門が行うことにより、自己の裁量で執行できる仕組みを整え
ている。
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４．TT 若手の育成施策・内容
 TT 若手の研究活動実績は表 - 11 の通りである。平成 22 年（2010 年）に入り、インパクトファクター（IF）
の高い国際的学術誌への注目論文の掲載が相次いでおり、本プログラムによる支援の成果が目に見
えるかたちで現れてきている。しかし、論文数は尐なくても極めて IF の高い学術誌へ掲載されている例
もあり、学内外への影響力は単純な数の比較で推し量ることはできない。
表 - 11 ＴＴ若手の研究活動実績
論文(報)
年度（平成）

著書(件)

20

21

22

2

5

3

TT 若手：B

3

5

TT 若手：C

3

1

TT 若手：E

2

1

TT 若手：F

5

6

TT 若手：G

5

TT 若手：H
TT 若手：I

TT 若手：A

20

21

特許等(件)

22

20

21

受賞等（件）

22

20

21

その他（件）

22

20

21

22

2
1

TT 若手：D
1

2

5

6

2

2

3

3

3

2

5

3

1

1

TT 若手：K

4

TT 若手：M

1

1

3

TT 若手：J

TT 若手：L

1

-

5

1

1

-

-

-

1

1

1

TT 若手：N
合計

2

35

34

1

14

8

0

4

0

1

2

2

0

0

0

 TT 若手の外部資金獲得状況については、着任後に基盤(A)、医薬基盤研基礎研究推進事業など単
一資金・単年度で 1,000 万円を超える研究費を獲得する者が複数名おり、また、TT 若手の 3 割が若手
(A)を獲得している。科研費の採択率については、本塾教員全体の率より平成 20 年度で 26.1 ポイント、
21 年度で 14.1 ポイント上回っており、TT 若手のレベルの高さがうかがわれる。
 ＴＴ若手の教育・研究指導の状況については、学部・研究室における教育活動及び後進指導の実績・
成果を中間評価・テニュア審査の１項目としている。教育（講義）能力・PI として研究組織を率いる能力
の育成は主としてメンター・関連教室を通じて行っているが、それが単なる代講であったり、TT 若手の
研究遂行にとって過度の負担とならないようメンターの定期会合、コーディネーター教員による状況調
査を通じて調整を図っている。現在着任している第 1 期採用の TT 若手の全員が、これまで講義・演習、
実習指導、セミナー講義等の形式で教育活動を行っており、また 8 割以上が博士・修士学生あるいは
学部生の研究指導にあたっている。
 学内外・国内外の研究者との共同研究を強く推奨し、メンター教員及び事務部門からは慶應義塾大
学研究推進センターがマッチングの支援にあたっている。共同研究費獲得の有無にかかわらず、内外
の研究者との知的交流により自己の研究の枝葉を広げる能力は真の国際的リーダーの必須要件であ
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る。一例として、TT 若手により次の機関との共同研究が進められている： ETH-Hönggerberg Institute
of Cell Biology／Howard Hughes Medical Institute／Harvard Medical School／Karolinska Institutet／
Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital／Medical College of Wisconsin
 学外派遣についても上記共同研究と同様の理由で推奨すると同時に、テニュア・トラック運営委員会
に当該渡航の研究計画上の必要性を事前に説明し承認を得る制度を採用している。平成 22 年度、
TT 若手（講師）1 名が米国・ North Carolina State University に 1 年間の長期海外出張を行っている
（優秀若手海外派遣事業）。派遣先ラボにおける共同研究が当該 TT 若手の研究発展上不可欠か、
運営委員会で慎重に検討のうえ決定された。その他、20・21 年度に 7 名の TT 若手を米国、欧州、ア
ジア諸国の学会、共同研究先に派遣した。
 知財教育については、イノベーション創出若手研究人材養成事業とセミナーを共催し、参加を推奨し
ている。これまで、知的財産講座（講師：羽鳥賢一 慶應義塾大学知的資産センター所長）、MOT セミ
ナー（講師：妹尾堅一郎 東京大学知的資産経営総括寄付講座）、創薬実用化研究講座（講師：佐谷
秀行 慶應義塾大学医学部先端医科学研究所教授）等を開催し、TT 若手の多くが参加した。また、
倫理教育は極めて重要であり、本塾では、臨床研究、疫学研究、ヒト幹細胞研究、ヒトゲノム・遺伝子
解析研究、遺伝子治療臨床研究、手術等で摘出したヒト組織を用いた研究開発、ヒト胚性幹細胞使用
計画の研究、ヒト胚性幹細胞（ES 細胞）の使用計画の研究においては医学部倫理委員会で研究計画
を発表し、承認を得るという実践教育を行っている。
 異分野間の研究者交流については、本プログラムの主催・共催により 3 回の公開シンポジウムを開催
し、研究発表と質疑応答、交流会を通じて TT 若手同士、また分野を問わず内外の研究者と意見交換
する機会を提供している。また、グローバル COE プログラム等学内の他のプロジェクトと連携し、若手
研究者が英語プレゼンテーション能力を磨く場である“COEX Meeting”（毎月 1 回開催）、世界的な幹
細胞研究者を招く“STEMCELL SEMINAR” （これまで 26 回開催）等に参画して指導者あるいは一研
究者の立場から異分野交流を図る機会を設けている。
５．年次評価（業績評価）体制
年次評価は①各 TT 若手が提出する研究・活動成果報告書の評価及び②ヒアリング評価により、テニ
ュア・トラック運営委員会が評価する。医学・生命科学研究においては、短期間で学内外・国内外の研究
者による批判的検討が可能な成果を挙げることに過度の重圧をかけるべきではなく、尐なくとも中間評価
までは、従前の研究実績を活かしつつ 5 年間で研究目的を達成するに充分なプロセスを踏んでいるか、
を確認することに主眼を置くというのが本塾の年次評価の基本方針である。
研究・活動成果報告書における報告項目は次の通りである：A．全体の目的，B．研究体制，C．当該
年度の研究内容，D．当該年度の研究成果（a.論文，b.発表），E．教育活動，F．研究経費の使途，G．他
の研究費獲得状況，H．当該年度の自己評価。
また、評価（確認）項目は表 - 12 の通りである：
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表 - 12
報告項目

評価（確認）項目
当初の研究目的に修正・変更はないか。ある場合にはその理由と修正さ

A． 全体の目的

れた研究計画の確認。
研究目的を達成するに充分な研究チームの構築が進んでいるか。メンタ

B． 研究体制

ーとのコミュニケーションは充分か。

C． 当該年度の研究内容

研究目的を達成するに適切な研究計画が練られていたか（この点は、研

D． 当該年度の研究成果

究の独立性の見地からは事後評価することに意義がある）。当該年度の
研究計画は遂行されたか、充分な成果が挙がったか。

（a.論文，b.発表）

大学の教育活動に貢献し得たか。後進を指導し、PI として研究チームを

E． 教育活動

統率し得るリーダーシップを発揮し得たか。
研究目的を達成するための効果的・効率的な研究費の使用を自己の裁

F． 研究経費の使途

量で成し得たか。

G． 他の研究費獲得状況
H． 当該年度の自己評価

PI としてラボを主宰しつつ、研究目的を達成するに充分な資金を獲得し
得るか。
客観的かつ的確な自己評価を成し得るか。

研究・活動成果報告書による上記評価の後ＴＴ若手に当該評価結果をフィードバックし、ヒアリング評
価において意見交換、テニュア・トラック運営委員からのアドバイスを行っている。評価結果は、以後の支
援の指針として、メンターにも通知をしている。
なお、中間評価以降は、年次評価結果を昇給や研究費の配分額に反映させる等の措置を採る計画
である。
表 - 13 TT 若手の年次評価・中間評価・テニュア審査の体制
審査・評価委員などの構成
選考の段階

審査・評価の内容

自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

年次評価１

書面評価

1

13

-

1

-

年次評価２

ヒアリング評価

1

13

-

1

-

中間評価

プレ・プレゼンテーション、

1

13

-

5

7

2

13

-

13

10

書面審査、ヒアリング審査
テニュア審査

書面審査（含ピアレビュ
ー）、ヒアリング審査

６．中間評価基準、テニュア審査基準、テニュア枞
平成 22 年度中に実施するＴＴ若手の中間評価の評価基準（項目）・方法等は以下の通りであり、既に
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TT 若手に通知している。評価項目の基準化（数値指標の設定）は、TT 若手全体の研究進捗を概観し、
テニュア・トラック運営委員会委員長が策定のうえ運営委員会が承認する。
表 - 14 中間評価の評価基準・方法等
評価基準（項目）
①【研究テーマ・手法】
・研究の着想・考察の独創性
・研究課題の Focus の成功度（拡散せず、絞り切れているか）とその Advantage の有無
・研究手法・アイデアの新規性
②【研究の将来展望】 研究成果が当該分野・領域にもたらすインパクト、波及効果の有無とその程度
③【講演等実績】 国内外の学会，シンポジウム等における招待講演・特別講演などの実績
④【教育活動実績】 学部における教育活動及び研究室における教育活動への参加実績
⑤【メンター的能力】 他の研究者，研究グループに対するメンター的能力の発揮度、波及効果の有無
⑥【プレゼンテーション能力】 英語力、研究の意義・手段を異分野の研究者にも伝える能力の有無
⑦【改善能力】 外国人を含む学外評価委員から指摘された事項（評価方法 1.参照）への改善度
⑧【准教授の場合・研究チーム組織力】 研究チームの構築度とその運営の健全性・有効性
評価方法
1. 国際シンポジウムにおける公開プレゼンテーション（英語）に対する学内外・国内外の評価委員による
評価及び TT 若手への評価のフィードバック
2. 書面審査（研究・活動進捗報告書）
3. ヒアリング審査
■審査主体：テニュア・トラック運営委員会及びアドバイザリーボード
研究活動業績の項目
著書、学術論文、総説・解説、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、企業との共同研究、受託研
究、外部資金の獲得状況、その他
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ＴＴ若手のテニュア審査の評価基準（項目）・方法等は以下の通りであり、既に TT 若手に通知している。
准教授は、本人の申請により中間評価をテニュア審査扱いとすることが可能であるため、評価項目の基
準化（数値指標の設定）は中間評価基準と同時に行う。
表 - 15 テニュア審査の審査基準・方法等
審査基準（項目）及び審査方法
1. 書面審査
≪客観的データ≫

論文（実施期間内に代表的論文 2 編以上），競争的資金獲得実績，特許，
受賞，学会活動等

≪目標達成度≫

本人が設定した目標の達成度

≪ピアレビュー≫

審査項目：研究は国際的に一流のレベルか等
■Reviewer：各専門分野の Experts3 名程度／件

2. ヒアリング審査 （プレゼンテーションとヒアリング）
① 本研究の成果としての代表的論文の有無及びその内容と国際的水準に照らした質
② 研究目的の達成に必要な研究費の獲得実績
③ 当該研究領域での認知度
国内外における招待講演・特別講演・セミナー実施の実績
学会などの研究組織において果たした役割（相応の役割を果たしたか）
④ 後進の指導，教育への尽力度と成果
⑤ その他特筆すべき実績の有無 ～ 臨床能力，Translational Research の実績など
■審査主体： 常任理事（研究担当）、テニュア・トラック運営委員会及びアドバイザリーボード
研究活動業績の項目
著書、学術論文、総説・解説、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、企業との共同研究、受託研
究、外部資金の獲得状況、その他
テニュア・ポスト（テニュア枞）の確保に関する進捗状況については、「Ⅵ．１．」で詳述する通り、本塾医
学・生命科学領域における複数の若手研究者支援策を複合的に組み合わせることにより、現時点でミッ
ションステートメントの目標上限の 75%を達成することは可能である。
表 - 16 現時点でのテニュア率

職位

実施期間（５年間）での

用意しているテニ

TT 若手採用予定人数（人）【Ａ】

ュア・ポスト（人）

振興調整費

自主的取組

10

0

(*1)

(*1)

准教授

3

0

教授

0

0

講師

【Ｂ】

【Ｂ/Ａ】

現時点で 8

61％以上
なお、終了時まで
には 75％の確保を
見込んでいる

－

－

*1 但し、振興調整費採用の 10 名のうち 1 名は、平成 25 年度より自主経費での雇用となる。

30

テニュア率(％)

７．ＴＴ若手等のキャリアパス支援
テニュア・ポストを獲得できなかったＴＴ若手やＴＴ若手への人的支援として雇用したポスドク等に対す
るキャリアパスの支援策としては、テニュア・トラック運営委員会、メンター教員が学内外・国内外の研究機
関における研究者ポストとのマッチング支援を行うのはもちろんであるが、本人の希望により一般企業へ
のリクルートに適性のある者への対応として、キャリア・ディベロップメント・センター（医学・生命科学）にテ
ニュア・トラック運営委員会と並んで設置される MEBIOS Office（イノベーション創出若手研究人材養成事
業 「PhD 躍動メディカルサイエンス人材養成」プログラム事務局（Medical Biologist Support Office））が機
能し、産業界との橋渡しを行う用意がある（マッチング期間として最長 1 年間の雇用が可能）。
なお、テニュア・トラック期間途中で学外にテニュア・ポストを獲得し、転出したＴＴ若手については表 17 の通りである。
表 - 17 ＴＴ若手の転出状況
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無
）

他機関にお
いて、現職位
H20

からの昇格を
伴うテニュア・
ポ ス トを 獲 得

転
出
先
機
関
名

転
出
先
の
職
位

国立大学法人
振 興 平

成 平 成 21

特 別 准教授

東京医科歯科

調 整 21 年 3 年 10 月 8 ヶ月 研 究 （ローリング・テ 大 学 脳 統 合
費

月1日

31 日

講師

ニュア・ポスト）

機 能研究 セン
ター

したため
８．機関の人材流動性への配慮

既述の通り、本塾医学部では人事制度委員会の主導の下平成 21 年 4 月以降 講師の一部及び全て
の助教の任用において有期制・評価制を導入している。また、平成 20 年度より、教育・研究・診療のうち
特定のミッションを持つ優れた教員を大学経常費負担で有期教授として採用し、厳正な評価ののち再任
可能する制度が運用され、本プログラムの実施期間終了時までには、准教授ポストにも同様の制度導入
を推進する計画である。さらに、平成 22 年度より講師以上の任期を付さない職位においても一定期間の
業績評価を実施する。
９．機関としてのＴＴ若手支援体制
本プログラムは、全ての卒業生・教職員の総意に基づいて選任され、経営と教学に強力なリーダーシ
ップを発揮できる慶應義塾長（法人理事長兼大学長）を総括責任者として申請・採択されたものである。
採択後、平成 21 年 5 月に新たな慶應義塾長が選任され常任理事も一新されたが、新体制では若手研
究者の育成が主要政策として掲げられており、本プログラムの遂行上いささかの問題もない。
管理部門、研究支援部門等からの支援として、医学・生命科学領域で近年いよいよその重要性を増
す特許戦略と出願等支援を担う慶應義塾大学知的資産センター（承認 TLO）では、バイオ医療を専門と
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する技術移転担当スタッフが TT 若手のサポートに当たっている。さらに、本塾の各キャンパスには研究
支援センターが設置されており、本プログラムにおいては主として信濃町研究支援センター（医学部）が
TT 若手の研究資金執行管理その他の事務処理を行い、研究・教育に専念することを可能とする体制を
整えている。
10．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
テニュア・トラック制度の定着化は大小の PDCA の積み重ねにより達成されることを実感している。
本塾では、キャリア・ディベロップメント・センター（医学・生命科学）（CDC）がテニュア・トラック制度の基
本方針を立案し（Plan）、テニュア・トラック運営委員会がその具体化と運営を担っている（Do）。制度の定
着のための Check 機構としてアドバイザリーボードのほか、外部委員も参画する運営委員会の自己チェ
ック機能も重要である。例えば運営委員会において、これまで独立志向の高い准教授・講師クラスを主眼
として TT 若手を採用してきたが制度定着のためには医学・生命科学領域の研究人材の育成政策を助
教レベルからより構造的にリフォームすることの重要性が改めて議論された（Check）。これを受けて、
CDC は医学部人事制度委員会と連携し、講師を目指す若手の助教（有期）にテニュア・トラック型の支援
策を導入する方針を固めた（Action、Ⅵ.３.に詳述）。
11．本課題のアウトリーチ活動の状況とその波及効果
表 - 18 アウトリーチ活動、情報発信等の件数
年度

イベント

（件）

広報活動

20 年度
21 年度

3

２２年度

マスコミ報道

その他

1

6

1

6

2

1

7

1

① 機関の構成員に対する説明、周知状況について
本塾が取り組んでいるテニュア・トラック制の目的、内容、手段、進捗、成果については、医学・生命
科学関連部局の教授会、研究科委員会において説明を重ねている。また、2 回の国際公募時にそれ
ぞれ複数回の説明会を開催し、プログラムの趣旨等について丁寧に説明を行っている。さらに、関連
部局以外へも波及効果を及ぼすため、「慶應義塾報」、「慶應義塾医学部新聞」など本塾内に広範に
頒布される媒体にコーディネーター、メンターがプログラムの進捗について折々報告をしている。
このような活動が奏功し、塾内における“慶應・咸臨丸プロジェクト”の認知度は高まっているが、テニ
ュア・トラック制は理解していても、一部では“限られたエリート研究者の養成プログラム”という一面的
な捉え方をされている傾向があり、今後もますます塾内への説明・周知に力を入れていく。
② アウトリーチ活動によって機関内外に期待しているインパクトや波及効果等について
システム改革は、“実施機関構成員の理解”と“機関を取り巻く社会の気運（必要性の共通認識）”が
基礎的要件となり、その上で改革プラン・施策と資金計画がうまく稼働することにより実現されるものと
考える。この基礎的要件をアウトリーチ活動で充足していくには、制度の理念を訴えるよりも、その中で
創出されたＴＴ若手の研究・教育に関する諸活動の成果を公表し、制度の有効性に説得力を付与す
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ることが近道であると考える。今後も、ＴＴ若手が高い業績を挙げるに充分な支援を継続し、その成果
を発信していきたいと考えている。
12．実施期間終了時までの資金計画
本塾ではこれまで、TT 若手（准教授クラス）の研究スペース利用料及び実験動物飼育施設利用料の
一部を自助努力により大学負担としてきた。また、「細胞と代謝」研究において汎用性が高く且つ比較的
高額な備品を TT 若手への調査結果に基づき選定のうえ自主経費で導入することにより、TT 若手が振
興調整費を“真水”の研究費として活用できるよう支援した。今後も継続してかかる自助努力を行ってい
く。
表 - 19 実施期間終了時までの資金計画

４年目
（23 年度）
５年目
(24 年度)

科学技術振興調整費(百万円)

その他の経費(百万円)

人件費

140.6

0

研究費

51.7

30.0

人件費

143.9

0

研究費

48.4

30.0
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Ⅵ．今後の人材養成システム改革の計画
１．本課題終了時の達成目標
（目標①） 本プログラムの終了までに制度自体の効果と再評価を行う。スーパーJ クラス制度で成果
を収めた研究者は、3 名を上限にテニュア教授あるいはミッション付有期教授（3 期 15 年まで再任可）
として採用される。一方、自立支援トラックを経た特別研究助教・講師は准教授として昇進した上でテ
ニュア採用される。両トラックにおけるテニュア採用率は 50～75 パーセントを目標とする。
本プログラム終了時において両トラックにおけるテニュア採用率の目標上限である 75％を超えるテニュ
ア・ポストの用意は可能と見込んでおり、本目標は充分達成可能である。本プログラムの真の目的である
若手研究者養成システム改革は単に教授、准教授クラスのポストを新設することで達成できるものではな
く、本塾では医学部長の下に「人事制度委員会」を設置し、全塾組織のキャリア・ディベロップメント・セン
ター（医学・生命科学）と連携のうえ、医学・生命科学領域の研究人材の育成政策を助教レベルから構造
的にリフォームすることを主眼として以下の施策を実行してきた。
(1)

塾長（当時）のもと、医学部創設 90 周年（平成 19 年）を期して実施された「信濃町キャンパス改革・
刷新プロジェクト」において、予算配分の包括的見直しと合理化による学部・病院の徹底した財務
改革が断行された。これと連動して、また本テニュア・トラックプログラムの採択を受けて、平成 20・
21 年度に若手研究者育成と戦略的増員を柱とする医学部・医学研究科の教員人事制度改革を実
行した。

(2)

医学部人事制度委員会の主導のもと、平成 21 年 4 月より、講師の一部と助教の任用において有期
制・評価制を導入した。平成 22 年 5 月現在、専任助教全体の約 1/3（301 名中 108 名［平成 22 年
6 月慶應義塾理事会資料より］）が有期となり、当初計画の倍の進度で実行されている。

(3)

平成 20 年の慶應義塾創立 150 年記念事業の一環として若手育成トラックを全塾レベルで実施し、
義塾全体で若手人材の流動化と学外からの人材登用を促進させた。すなわち、助教の「研究奨
励」ポスト（有期）が約 60 枞新設され、その半数（30 枞）に医学・生命科学若手研究人材が任用さ
れている（平成 22 年度）。

(4)

平成 22 年度より、医学部・医学研究科において、医学部長裁量経費により卒後 7 年～10 年の基
礎／臨床若手研究者をターゲットとした 20 枞程度の助教（有期）増員が予定されている。

(5)

TT 若手の中間評価に時機を合わせ、有期の教授、准教授、講師各 1 名（計 3 名）の雇用が可能な
経常的資金が確保されている。教授の場合、任期は 5 年毎の業績評価で最長 15 年となっており、
実質的なテニュア・ポストである。さらに研究スペース 250 ㎡を総合医科学研究棟内に新設すること
が決定されている。
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上記施策は以下の通り有機的に連動する（なお、「３．実施期間終了後の人材養成システム改革」も併せ
て参照）：
（a） （1）の施策により、経常費負担のミッション付有期教授枞 8 名分を創出し、このうち 4 枞程度を本プロ
グラムのテニュア・ポスト（教授の任期は 5 年毎の業績評価で最長 15 年）として確保
（b） （1）～（3）の施策により教員人事の流動化が大幅に促進されたことによる経常的人件費の節減効果
が奏功し、今後、毎年 2～3 名の教員を段階的に平成 27 年度まで任用できる見通しがついた。これ
による延べ最大 15 枞のポストのうち、3 割（5 枞）を本プログラムのテニュア・ポストとして新設し、うち 2
枞を平成 24 年度までに確保
これに(5)の施策による教授、准教授枞を加え、本プログラム終了時には教授、准教授合わせて 10 枞程度
のテニュア・ポストを確保する方針である。TT 若手には、応分の業績を挙げ、競争的なテニュア審査を通
過することが期待される。
テニュア・トラック制度の継続については、公募方法、スタートアップ資金額等の点で本プログラム実施
実績の事後評価を踏まえて制度の適正規模化を行い、また、現在医学部において遂行されている教員
人事制度改革との整合性を調整した上で継続されるものである。
（目標②） この制度と既存テニュア教員との整合性をとるため、医学部・医学研究科の全ての教員に
一定年限毎の評価制度、講師・助教の任期制が実施される。
既述の通り、本塾医学部では人事制度委員会の主導のもと平成 21 年 4 月以降 講師の一部及び全て
の助教の任用において有期制・評価制を導入している。また、医学部・医学研究科の 2 講座の教授・准
教授・講師に任期制を導入し、外部評価者を入れた評価制度を機能させて再任人事を稼働させた実績
を有するとともに、平成 20 年度より、教育・研究・診療のうち特定のミッションを持つ優れた教員を大学経
常費負担で有期教授として採用し、厳正な評価ののち再任可能する制度が運用され、今後、准教授ポ
ストにも同様の制度導入を推進する計画である。さらに、平成 22 年度より講師以上の任期を付さない職
位においても一定期間の業績評価を実施する。人事制度委員会では今後、評価結果を教員人事の流
動化へと結び付ける具体的方法の検討を始める予定である。以上より、本目標は充分達成可能である。
（目標③） その他、他大学、研究所に教授として採用されることが望ましい。
本塾では、現段階で TT 若手のためのテニュア・ポストを 8 枞用意しており、今後もその拡大に努めて
いく。その上で、以下の点を考慮している。すなわち、本プログラムの申請・採択当初より、人材の流動性
や次世代を先導するリーダーの育成・輩出という大学の使命の観点と「咸臨丸プロジェクト」の“オールジ
ャパン”の精神に則り、TT 若手が出身母体だけではなく学外研究機関でテニュア教授・准教授として採
用されることも本プログラムが達成すべき目的の 1 つとして掲げてきた。このような考え方こそ本邦延いて
は国際的な科学・技術の発展に寄与するものであり、「テニュア像」で示した本プログラムが目指す若手
研究者像に合致するものである。
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平成 22 年度、講師の 1 人が他機関でテニュア・ポストを獲得したが、これは本人の希望に基づき、メン
ター教員・コーディネーター教員が側面から支援を行った結果であり、本塾におけるサポートを足掛かり
として生み出されたものと考える。今後も、本塾内のポストのみならず、本邦及び医学・生命科学領域の
先進国におけるテニュア・ポストを一体的に捉え、適材適所の観点から、TT 若手の専門性・業績と当該
テニュア・ポストとのマッチングの努力を加速させていくことは必要と考えている。
２．人材養成システム改革及び資金計画
提案時の人材養成システム改革構想全体や資金計画全体に大きな変更はない。
３．実施期間終了後の人材養成システム改革
実施期間終了後にあっては、平成 22 年度に着任した TT 若手は 25 年度以降自主経費による雇用に
切り替わり、26 年度にテニュア審査を受けることになる。これを含め、本プログラムによって確立されたテ
ニュア・トラックシステムのモデル型を医学・生命科学関係部局の教員人事制度の中に取り込み、経常的
資金により維持継続していく。
また、人材養成システム改革の成果を継続・発展させるため、本プログラムの趣旨をテニュア講師1を目
指す助教の養成システムに波及させ、テニュア・トラック的な要素でサポートすることを計画している。す
なわち、「１．本課題終了時の達成目標」で示した施策（3）の助教（研究奨励）30 名と施策（4）の助教 20
名の計 50 名を対象とし、そのうち特に優れた者約 20％（10 名程度）を TT 若手として選抜する。このテニ
ュア・トラック型ポストの任期は 3 年とし、現在競争的に配分されている塾内研究助成金の一部を研究費
として確保し、支援する。3 年後にテニュア・トラック運営委員会において審査を行い、講師への昇進を決
定する。テニュア・ポストについては、現段階で施策（5）による講師枞と（b）による平成 25 年度以降の新
設枞とを合わせ 4 枞の確保が可能となっているが、より重要なのは、このシステムを部局定員の範囲内の
講師の任用において稼働させることである。これにより、テニュア・トラック制度のすそ野が一気に拡大す
ることになる。本構想は可能な限り前倒しし、かつ実施期間終了後も継続して実施できるよう調整を進め
る。

1

なお、その定義は、Ⅲ．２．採択時コメントへの対応状況で示した本塾の方針と同様である。
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表 - 20 実施期間終了後の資金計画
運営費交付金(百万円)
６年目

その他の経費(百万円)

人件費

38.2

研究費

11.0

人件費

26.8

研究費

27.0

８～＃年目 人件費

24.4

（2５年度）
７年目
(26 年度)

（2７～
##年度）

研究費

28.2

４．機関に定着することを想定しているテニュア・トラック制
本塾におけるテニュア・トラック制は、「細胞と代謝」の基盤研究を担う若手育成の名の下、これまでキャ
リア・ディベロップメント・センター（医学・生命科学）（CDC）が部局の枞を超え、医学・生命科学領域の若
手研究者を一括するかたちでシステム構築を行ってきた。その拠点は医学部・医学研究科の総合医科
学研究センターであったが、将来的にはそのモデルを各関連部局が承継し、それぞれの通常の教員人
事制度の中に取り込んで展開をしていくことが本来の姿である。関連部局の CDC 委員及びテニュア・トラ
ック運営委員はそれぞれ学部長推薦により参画しており、当該委員らが中心となって、このモデルを各部
局の特性に合わせてリモデルしていく。
表 - 21
テニュア・トラック
導入予定部局

TT 若手平均
新規採用人
数（人）

年平均新規
採用人数（准
教授以下）

TT 若手率（％）

資金計画

（人）

医学系

6

30

20

理工学系

6

30

20

人件費：部局定員
研究費：部局の経
費（含：競争的資
金の間接経費）
同上

薬学系

0.5

3

17

同上

環境情報学系

3

15

20

同上

機関合計

15.5
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参考１ 国際公募の和文及び英文公募要領（２～３事例）
図 2 公募事例 （『Nature』誌全世界版）

図 3 公募事例 （『実験医学』誌）
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図 4 公募事例 （慶應・咸臨丸プロジェクト ホームページ）
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参考２ 「Ⅳ．機関による自己評価」の根拠記載箇所
(2) 国際公募･選考・業績評価
評価の視点
(2)-1 TT 若手の育成目標
〔どのような分野でどのような人材をどのように育成し
ているか〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
p7-１～15 行，p14-下から 5 行～p15-14 行，p25-3 行～
p27-24 行

(2)-2 TT 若手の国際公募・選考
〔適切な国際公募・選考基準／TT 若手の選考プロ
セス／選考・採用にあたっての実施機関外第三者の
関与〕

p21-1 行～p25-2 行

(2)-3 TT 若手の業績評価
〔適切な TT 若手の業績評価基準や評価プロセス／
適正な TT 若手の業績評価と評価結果の TT 若手へ
のフィードバック〕

p27-下から 10 行～p28-最終行

(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）
評価の視点
(3)-1 機関の人事制度・組織改革
〔人事制度・研究組織改革による積極的な機関への
テニュア・トラック制導入〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
p34-1 行～p37-最終行

(3)-2 TT 若手の独立性（自立性）
〔TT 若手が自立して研究するための研究資金・研究
スペース・人的支援（研究補助者・技術補助者・事務
補助者）等の提供〕

p25-3 行～最終行

(3)-3 機関からの人材輩出
〔優れた研究者による活力ある研究環境の形成／TT
若手が海外で活躍する仕組みや研究成果などの海
外への発信力強化〕

p26-下から 2 行～10 行，19～24 行

(3)-4 TT 若手のテニュア審査
〔テニュア審査基準策定への取組と TT 若手への目
標提示／適切な評価の下でのテニュア・ポストへの
キャリアパスの用意〕

(3)-5 人材の流動性
〔TT 若手が安定的な職位に就いた後の人材流動活
性化の仕組み〕

(3)-6 機関の組織
〔研究・管理・研究支援等の部門が機関・組織全体と
して機能する体制〕

p30-1 行～p31-8 行
p31-11～17 行
p31-下から 7 行～p32-4 行

(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）
評価の視点
(4)-1 機関の改革の構想・PDCA ｻｲｸﾙ
〔PDCA サイクル（課題実施過程での評価・具体的対
策の実施等）が機能し構築中の人材養成システム改
革構想が明確／単なる研究者雇用策等ではない〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
p32-5 行～14 行

(4)-2 波及効果
〔提案されている人材養成システム改革が他機関の
モデル／人材養成システム改革のモデルとして機関
内外に情報発信〕

(4)-3 総括責任者
〔人材養成システム改革構想実現のための権限・責
任及びリーダーシップ〕

(4)-4 資金計画
〔自主的な取組を含む適切な資金計画／科学技術
振興調整費の有効な活用〕

p32-15 行～p33-2 行
p31-下から 7 行～p32-4 行
p33-3 行目～最終行
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(5) 実施期間終了までの進め方
評価の視点
(5)-1 目標達成の可能性
〔計画期間における確実な目標達成〕

(5)-2 計画遂行の妥当性
〔適切な目標達成方策と計画達成の見込み〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
p34-1 行～p36-5 行
p34-1 行～p36-7 行

(6) 実施期間終了以降の継続性・発展性
評価の視点
(6)-1 実施期間終了後の機関の方針
〔人材養成システム改革の明確な自立的な維持・運
営・発展方策と継続性の担保〕

(6)-2 実施期間終了後の資金計画
〔実施期間終了後の継続性を見据えた資金計画〕

(6)-3 機関の体制とコミットメント
〔実施期間終了後における人材養成システム改革の
継続性確保の取組と機関の長のコミットメント〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
p36－8 行～p37-最終行
p36－8 行～p37-最終行
p31-下から 7 行～p32-4 行，p36－8 行～p37-最終行
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