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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。

【成果報告書本文】
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）
■プロジェクト名：富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点
■機関名：国立大学法人富山大学
■総括責任者名（役職）：遠藤 俊郎（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年度目までの総額 ５０４．６百万円（間接経費を含む）

■ 人材養成システム改革の概要

○課題名
○総括責任者名
○機関名
（実施予定期間：

「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」
「西頭 德三
」
「国立大学法人 富山大学
」
平成２２年度～平成２６年度）

機関の現状
富山大学では、大学院の再編により、学際分野の教育研究の実施を容易にしている。この
結果、医薬理工融合の「先端ライフサイエンス拠点」が設置され、世界トップレベルのSS、S
の研究が展開されている。また、和漢医薬学総合研究所は、共同利用・共同研究拠点として、
ユニークな研究を実施している。水素同位体科学研究センターでは、日本唯一のトリチウム
研究が行われており、核融合科学研究所との双方向型共同研究に参画する予定である。
若手教員の支援に関しては、学長裁量経費等を競争的に配分している。また、過去３年間
で６６名の博士研究員を採択している。
自然科学系の全部局で任期制を導入している。特任の教員や職員に年俸制を導入している。
今後、特殊能力を有する年棒制の特任教員を増加する予定である。

人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
本プログラムでは、歴史的経緯と長い時間をかけて耕されてきた「富山のくすり」の土壌
をベースとして立ち上げた「先端ライフサイエンス拠点」をテニュアトラック推進特区とし
て認定し、意欲ある若手教員を特任助教として 7 名採用する。スタートアップ資金、研究費、
スペース、ポスドクを措置し、自立的研究環境を保証する。また、拠点のアクティビティー
の高い複数の教員の指導・支援により、従来の概念にとらわれない柔軟な発想力をもち、国
際競争力のある独創的研究を遂行できる現代の高峰譲吉を育成する。
事業終了後は、本プログラムの制度を全学に適用し、定着を図る。
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ミッションステートメントの概要
） 学長直属のテニュアトラック推進特区として、
「先端ライフサイエンス若手育成拠点」を設
定し、国際公募により７名の任期付き特任助教を採用する。テニュアトラック教員選考・評
価委員会で毎年評価する。
３年経過後には、研究業績、学協会活動などをもとに中間評価を行い、評価に基づいた指
導を行う。
５年の実施期間終了時に、学術論文、国際会議での発表、研究成果の独創性、研究推進能
力、今後の研究構想などを総合して厳格な評価を行う。テニュア審査で高い評価を受けた特
任助教を本学の准教授として５名雇用する。翌年度に２名雇用する。テニュア審査の結果、
雇用されなかった者については、特任助教の任期を１年間継続・延長するとともに、他研究
機関や産業界への応募を支援する。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

22 年度

度（平成）

23 年度 24 年度 25 年度

26 年度 27 年度

総 額

科学技術振興調整費等

１．人件費
（1）職階：特命助教
（2）職階：研究員
（3）職階：研究支援員
２．備品及び
試作品費

5.6
44.7
(4 名） (6 名）
0
26.2
(0 名） (7 名）
0
0
(0 名)
(0 名)
84.4
31.3

44.4
(6 名）
28.1
(7 名）
0
(0 名)
12.4

73.8

73.8

296.6

10.0

10.0

148.1

55.2

58.2

277.1

58.7

43.9

50.2

４．旅費

1.1

2.8

0.7

５．その他

0.8

3.1

2.4

150.6

152.0

138.2

139.0

142.0

721.8

45.2

10.1

8.5

41.7

42.6

148.1

195.8

162.1

146.7

180.7

184.6

869.9

0.6
0
0
0

11.8
4.8
0.2
0

12.0
1.0
0.7
1.6

12.0
1.0
0.7
1.0

12.0
1.0
0.7
1.0

48.4
7.8
2.3
3.6

0.6

16.8

15.3

14.7

14.7

62.1

３．消耗品

直接経費(1.～5.)計
６．間接経費 6)
（人材育成システム改革促進費）

調整費計
自主経費
・運営費交付金
（1）人件費
（2）工事費
（3）消耗品
（4）その他
自主経費計

※平成 2４年度以降の予算額及び計画については、提案書の記載内容から変更あり。
注 １）平成 22 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ください。
２）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員など）に分けて、年度毎に従
事人数とともに記載してください(年度途中転出・辞職などによる補充者は人数に追加しない
でください)。
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ください。
４）１万円単位で四捨五入し、10 万円単位（小数点一桁）まで記載してください。
５）平成 22 年度は決算額、平成 23 年度は執行額、平成 24 年度は予算額、平成 25 年度、平成
26 年度は計画を記入してください（提案書の計画を変更している場合は、その旨明記してく
ださい。）。
６）平成 23 年度については，人材育成システム改革促進費を記載して下さい．
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Ⅲ．プロジェクト実施の内容
１．テニュアトラック制導入と期待する効果(機関の「中期目標」・「中期計画」、「テニュア像」)
１−１ テニュアトラック制導入の背景と期待する効果
国立大学法人富山大学は、平成17年10月に、旧富山大学、旧富山医科薬科大学、旧高岡短期
大学が統合し、８学部１研究所を擁する総合大学として新たに発足した。これを契機に、スケールメリ
ットの活用、人的資源の有効利用、分野横断研究の促進を図るため、理系学部において、教育組織
と研究組織を分離し、医学部と薬学部の教員は医学薬学研究部に、理学部と工学部の教員は理工
学研究部に所属する事になり、分野横断的な研究が推進しやすくなった。特に、大学院博士課程の
教育組織である生命融合科学教育部では、所属する医学系、薬学系、理学系、工学系の教員が連
携して、教育に当たることにより、相互理解が進み、学際的研究も少しずつではあるが取り組まれる
ようになった。
一方、富山は、古くから薬業が発達しており、和漢医薬学総合研究所と県下の製薬企業との共同
研究による新薬の開発、本学と富山県薬事研究所との免疫に関する共同研究、ライフサイエンスに
関するシンポジウム『フォーラム富山「創薬」』の開催（年４回開催）など、産学官連携によるライフサイ
エンスの研究が活発に行われている。
このような背景の下、本学では、学長の下に「先端ライフサイエンス拠点」を設置し、テニュアトラッ
ク推進特区と位置づけ、生命融合科学教育部に所属する医学系、薬学系、理学系、工学系のアク
ティビティーが高い教員が協力して、従来の講座制とは異なるテニュアトラック制を利用する若手人
材育成を行うことを機関決定した。
若手研究者が、充分な研究費と適切な指導の下、学部の管理運営等から解き放たれ、多くの時間
を自由に研究に費やす事が出来れば、その若手研究者の中から、国際的に活躍できる優れた研究
者が育ち、将来、日本の科学に大きく貢献する可能性が大であると期待される。
また、テニュアトラック制を活用する若手人材養成システムの全学への普及により、大学のさらなる
活性化が期待できる。
１-２ 最新の「中期目標」「中期計画」における記述の概要
(1) 最新の「中期目標」における若手研究者育成などに係る記述の概要
平 成 23 年 に 本 学 の ４ 年 間 の 重 点 取 り 組 み 項 目 を 記 載 した 「 富 山 大 学 機 能 強 化 プ ラン
-CHALLENGE 2014- 」の研究の中の項目「[PLAN６]若手研究者の支援・育成」①に、重点的な取
り組みとして、『テニュアトラック制度の推進により、先端的研究に取り組む若手研究者を育成しま
す。』を記載している。
(2) 最新の「中期計画」における若手研究者育成などに係る記述の概要
本学の平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の I．教育研究等の質の向上の状況
(2)研究に関する取組の中の「研究実施体制等に関する取組」に、『平成 22 年度からテニュアトラッ
ク制度を導入し、若手研究者の育成、自立的な研究環境の整備促進を図っている。』と記載し、若
手研究者の自立的研究環境整備促進による本学のプロジェクト「富山発先端ライフサイエンス若手
育成拠点」（以下、富山大学プロジェクトと記す）の取組を記載している。
１- ３ 貴機関で期待する「テニュア像」
[テニュア像]
本学の期待するテニュア像は、「既存の概念にとらわれることなく柔軟な発想力を持ち、国際
競争力のある独創的な研究を遂行できる者」である。また、その研究活動を基盤とした教育を
行うことにより、創造力のある人材を育成することも期待されている。
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[テニュトラック制による若手研究者の育成方針]
富山大学プロジェクトにおけるTT若手の育成方針は、「自立的環境の中で、複数のメンターによる
助言・指導などを行う事により、従来の概念にとらわれない柔軟な発想力をもち、国際競争力のある
独創的研究を遂行する現代の高峰譲吉を育成する。」である。
[育成のための施策]
育成目標を達成するために以下の取組みを行う。
・ 自立して研究が推進できる環境を整備する。
・ アクティビティーの高いメンター教員を配置し、助言・支援を行う。
・ 国際シンポジウムを開催し、外国の研究者との交流を通じて、国際的に通用する研究能力の育成
を図る。
・ 英語による大学院講義を実践する。
・ 産学官連携事業への参加を通して産学連携のスキルアップを図る。
・ 競争的資金獲得FDを実施する。
・ 研究者倫理FDを実施する。
・ マネジメント能力の育成を図る。
・ 若手研究者支援室を設置し、きめ細かな事務的支援を行う。
[テニュア審査]
TT 若手が、本学の定めるテニュア審査基準をクリアし、高い評価を受けた場合、本学のテニュア教
員として採用する。審査は機関外委員を含むテニュアトラック選考・評価委員会で、厳正且つ透明性
ある審査を行う。
２．プロジェクト実施体制と実施状況
２−１ プロジェクトの運営・実施体制
〔「表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制」参照〕

TT若手の所属機関として、学長の下に、先端ライフサイエンス拠点を設置している。この拠点に、
テニュアトラック実施委員会を置き、富山大学プロジェクトの運営・実施に当たっている。また、外部
委員を含むテニュアトラック教員選考・評価委員会を置き、募集・選考、評価を行っている。この評価
委員会の下に、分野ごとに、専門別教員選考委員会を置き、TT若手採用審査の際に、募集分野の
専門家の適切な意見（peer review）を聞く仕組みを取っている。テニュアトラック教員への事務的支
援を行うために、若手研究者支援室を置いている。さらに、外部の有識者からなるテニュアトラックプ
ログラム評価委員会を設置し、富山大学プロジェクトの達成状況に関する評価を行うこととしている。
２−２ プロジェクトの実施状況
テニュアトラック実施委員会は、学長が指名した理事、拠点長、副拠点長、主メンター、総務部長、
及び研究振興部長から構成されており、本文の「Ⅲ．プロジェクト実施の内容の１−３．[育成のため
の施策]」に記載した様々なプロジェクト事業の企画立案・実施を行っている。この実施委員会は 22
年度 6 回、23 年度４回、24 年度１回開催している。
若手研究者支援室は、拠点長、副拠点長、コーディネーター、及び事務支援員から構成されてお
り、プロジェクトに関する種々の委員会の設定やTT若手へのきめ細かな事務的支援を行っている。

３． TT 若手の国際公募と選考・審査結果
〔「表Ⅲ-３-１ 平成 22 年度第 1 回目（通算第 1 回目）国際公募の実施状況」、「表Ⅲ-３-2 平成 23 年度第 1 回
目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況」、「表Ⅲ-３-２-１ 平成 22 年度１回目（通算第１回目）の国際公募要領
の概要」、及び「表Ⅲ-３-２-２ 通算第２回目以降の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要」参照〕

5

３−１ 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
[国際公募の実施状況]
①国際公募の対象者は、「博士の学位取得後 10 年以内で、大学、研究機関、企業等で研究に従
事し、公募分野で独創的かつ革新的な研究を推進する強い意欲を持つ若手研究者」とした。
②公募回数は、平成 22 年度と平成 23 年度の２回行った。
③公募の特色として、公募分野をライフサイエンスに係る５分野（医学分野におけるライフサイエン
ス、物理化学を基盤とした創薬を指向したライフサイエンス、理学分野における生理・生化学を
基盤としたライフサイエンス、ものづくり・工学を指向したライフサイエンス、和漢薬を基盤とした
病体制御・臨床科学に関するライフサイエンス）とした。これは、医学、薬学、理学、工学、和漢
医薬学の分野からライフサイエンスを目指す多様な研究者を集積することで、学際的な研究が
芽生えることを期待したものである。
[国際公募要領の概要]
①公募案内は、本学の HP、富山大学プロジェクトの HP、Nature Web 版、Science Web 版、
JREC-IN、及び日本化学会、日本薬学会、日本薬理学会の学会誌に掲載するとともに、応募
分野に関連のある部局を有する国公私立大学に公募要領を送付した。また、多くの優れた人
材を採用するために、応募期間は、第 1 回目を平成 22 年 9 月 1 日〜平成 22 年 10 月 25 日、
第 2 回目を平成 22 年 10 月 18 日〜12 月 20 日のそれぞれ約２ヶ月間とした。
②優秀な女性研究者及び外国人研究者の採択を目指し、女性研究者及び外国人研究者が応募
し易い公募内容とした。
③２回の公募内容の変更は行わなかった。その理由は、２回目の公募分野と同じ１回目の公募分
野の応募者数は大変多く、変更する必要がなかったためである。
（２） 国際公募への応募・採用状況
〔「表Ⅲ-３-３ 年度・分野別の選考・採用状況」参照〕

[22 年度の応募・採択状況]
５人の公募（分野毎に各々１人公募）のところ、応募者数は 137 で倍率 27.4 倍であった。
女性研究者の応募者数は 12 で 8.8％であった。外国籍の応募者数は 28 で 20.4％であった。
以下に分野別（公募は各１人）の応募・採択状況の詳細を記す。
・ 医学分野におけるライフサイエンス：応募者数 30（内、外国籍５人、女性２人）
・ 創薬を指向したライフサイエンス：応募者数 11（内、外国籍２人、女性２人）
・ 理学分野における生理・生化学を基盤としたライフサイエンス：応募者数 47（内、外国籍８人、
女性４人）
・ ものづくり・工学を指向したライフサイエンス：応募者数 41（内、外国籍 10 人、女性３人）
・ 和漢薬を基盤とした病体制御・臨床に関するライフサイエンス：応募者数８（内、外国籍３人、
女性１人）
[23 年度の応募・採択状況]
２人の公募（分野毎に各々１人公募）のところ、応募者数は 42 で倍率 21 倍であった。
女性研究者の応募者数は５で 11.9％であった。外国籍の応募者数は 12 で 28.6％であった。
以下に分野別（公募は各１人）の応募・採択状況の詳細を記す。
・ 医学分野におけるライフサイエンス：応募者数 25（内、外国籍８人、女性４人）
・ ものづくり・工学を指向したライフサイエンス：応募者数 17（内、外国籍４人、女性１人）
（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
公募要領の【プログラムの概要】に、「女性研究者及び外国人研究者の積極的な応募を歓迎し
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ます。」と記載している。また、公募要領の 7)勤務条件及び生活支援の(１)に「海外在住の応募者
については、必要に応じて住居の確保を斡旋します。」、(２)に「女性研究者に関しては、男女共
同参画室に於いて、Web メンター制度や富山大学人材バンクなどを設け女性研究者の環境整備、
支援を行っています。詳細を知りたい方は、富山大学 HP から「男女共同参画」にアクセスしてくだ
さい。なお、ライフイベントに遭遇し長期間休業せざるを得ない場合、大学院の授業に関して非常
勤講師を手当てします。」と記載しており、女性研究者や外国籍研究者の応募に十分に配慮して
いる。
３-２ 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
〔「表Ⅲ-３-４ TT 若手の選考・採用の体制」参照〕

[選考・採用審査基準]
公募要項の３．応募資格の項に、「(１)原則として、博士の学位取得後 10 年以内で、大学、研究
機関、企業等で研究に従事し、独創的かつ革新的な研究を推進する強い意志を持つ若手研究
者。 (２)募集分野で、研究業績が顕著で現在活発に研究を展開している者」と記載している。
また、本学のテニュアトラック教員専攻内規に、以下のテニュアトラック選考基準を定めている。
１． 学術論文（国際誌）５編以上有すること（特命准教授の場合は 10 編以上有すること）。
２． 上記の論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３． 国際会議での発表があること。競争的資金を確保していること。
４． 各系における助教あるいは准教授の既存の選考基準を満たしていること。
[選考方法]
まず、専門分野別委員会で、テニュアトラック教員選考基準に基づき、研究内容、研究実績及
び人物の評価について、書面による一次審査及びプレゼンテーション・面接による二次審査を行
った。次に、それらの結果を基に、テニュアトラック選考評価委員会で総合的な審査を行い、候補
者１人を決定する。審査結果に基づき学長が採用の可否の決定を行った。
この選考手順の概略は、公募要領の「９．選考方法」に記載している。
[審査委員の構成]
テニュアトラック選考・評価委員会は、学長、研究担当理事、医学薬学研究部長、医学薬学副
研究部長、理工学研究部長、理工学副研究部長、和漢医薬学総合研究所長、及び学外の有識
者（３人）から構成されている。
専門分野別委員会は、応募分野の適正な peer review が可能な複数の委員から構成されてい
る。それらの委員は、テニュアトラック選考評価委員会の委員長である学長から応募分野に対応
する部局の教員の中から委嘱されている。
（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など
上の(１)で述べたように、テニュアトラック選考・評価委員会は、専門分野別委員会の審査結果
を基に、総合的に評価・審査を行うが、学外の第三者委員を加えているのは、透明性、公平性を
担保するためである。
実際、第三者委員を加えた事によって、有効な意見を得ることができ、目的を十分に果たしたと
考えている。
なお、時間的な制約により TT 若手の採用選考に外国籍の第三者委員を加えることは出来なか
ったが、TT 若手の中間評価及びテニュア審査の委員に加える予定であり、ライフサイエンス分野
に応じた人選を進めている。
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（３） 採用者の状況
〔「表Ⅲ-３-５ ＴＴ若手採用者数」参照〕

[平成 22 年度の採用状況]
①採用人数：５、②国籍：日本人４人、ネパール人１人、③性別：男性４人、女性１人、④自機
関者：２人、⑤自校学位授与者：０人、⑥日本国籍研究者で海外ポスドクからの採用者：１人、
⑦海外ポスドク経験者：２人
[平成 23 年度の採用状況]
①採用人数：２、②国籍：日本人２人、③性別：男性２人、④自機関者：０人、⑤自校学位授与
者：０人、⑥日本国籍研究者で海外ポスからの採用者：１人、⑦海外ポスドク経験者：２人
（４） 女性研究者・外国籍研究者の採用目標の達成状況
〔「表Ⅲ-３-５ ＴＴ若手採用者数」参照〕

公募要領の【プログラムの概要】に、「女性研究者及び外国籍研究者の採用を各々１人以上の採
用を目指しています」と記載している。
２２年度に女性研究者１人及び外国籍研究者１人を採用しており、当初の目標を既に達成した。
４． TT 若手の研究環境整備、支援体制及び育成施策
４-１ TT 若手の研究環境の整備状況
（１） TT 若手の所属・研究室など
TT 若手は、独立した組織である先端ライフサイエンス拠点に所属している。TT 若手の研究室・
実験室は、杉谷キャンパスに 4 人分、五福キャンパスに 3 人分を既存の室を改修して用意した。独
立して研究を推進するために一人当たりにつき、61m2〜105m2 の研究室・実験室を提供した。また、
TT 若手が自由に使用できるスペース、例えば、学内共同セミナー室や学内共同利用実験室（生
命科学先端研究センター、自然科学研究支援センター）などが学内に多く用意されている。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
メンターが持つべき資質、メンターの選考基準、メンターの指名プロセス、メンターによる指導・
助言、メンターの評価への関わり、及び、メンター相互の意識統一は以下の通りである。
① メンターが持つべき資質: 高い研究能力、高い教育力、及び高い研究室の運営能力を重要
視している。
② メンターの選考基準： 教育研究のアクティビティーが高く、TT 若手と直接の共同研究者では
ないが、分野の近い研究者を主メンターとして、また分野の異なる研究者を
副メンターとして選出した。
③ メンターの指名プロセス： 学長が先端ライフサイエンス拠点長・副拠点長及び部局長等と相
談して指名した。
④ メンターによる指導・助言： 研究進捗報告会（月１回）やメンターが主催する研究室のセミナ
ーへの TT 若手の参加を通して、研究の進め方、学生への研究指導、及び
研究室のマネジメントなどを指導する。
⑤ メンターの評価への関わり： 主メンターは、基本的に、テニュアトラック教員の年次評価・中
間評価・テニュア審査に参加できないが（成果発表会のみオブザーバーと
して参加可能）、評価結果を受け、これに基づき適切な助言・指導を行う。
副メンターは、分野の異なる立場から、評価結果に基づき、教育・研究に
ついて助言・指導を行う。
⑥ メンター相互の意識統一： テニュアトラック実施委員会や研究進捗報告（TT 若手，研究支援
員、拠点長、副拠点長、正・副メンター、及び TT 若手の研究に興味を持つ
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教員の合同で開催）を通して、メンター間相互の意識統一が図られている。
（３） ＴＴ若手に配分した研究費
[平成 22 年度雇用のＴＴ若手（５人）に配分した研究費]
・ スタートアップ資金：10,000 千円
・ 年間研究費：5,000 千円
・ 設備費：10,000 千円
・配分額決定の理由：雇用したテニュトラック教員に、研究室と実験室を提供したが、研究設備
が乏しいと判断し、設備費：10,000 千円を手当した。また、研究開始時に
は様々な装置や試薬などが必要となることから、スタートアップ資金：
10,000 千円を手当てした。研究費は年間 5,000 千円であるが、外部資金
の獲得を考慮すれば十分と判断した。
[平成 23 年度雇用のＴＴ若手（２人）に配分した研究費]
・スタートアップ資金：10,000 千円
・ 年間研究費：5,000 千円
・ 設備費：10,000 千円
・ 配分額決定の理由：平成 22 年度雇用の TT 若手に同じ。
（４） ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクターなど）の人的研究支援
平成 22、23 年度に採用した TT 若手７人に対して、人的研究支援として平成 23 年度に研究補
助員（ポストドクター）７人（テニュアトラック教員１人について１人）を手当てした。雇用費は、事業
費から充当した。
平成 24 年度からは、希望する TT 若手には、技術補佐員を雇用した。雇用費は、TT 若手が配
分された研究費から手当している。
４-２ 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
先端ライフサイエンス拠点に、「若手研究者支援室」を設置し、コーディネーター１人と事務支援
員４人（内３人は自主的経費により雇用）を配置している。コーディネーターは、富山大学プロジェ
クトの支援（委員会の開催、研究会やシンポジウムの設定、科研費獲得説明会や研究者倫理説
明会等の案内、テニュアトラック教員の事務的支援、ＴＴ若手とメンターとの連絡など）を行ってい
る。また、事務支援員は、物品の契約や、拠点 HP の更新などを行っている。さらに、本学の研究
振興部が富山大学プロジェクトの実施を全面的に支援している。
（２） TT 若手のライフイベントに対する施策
『国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関
する規則』の第 18 条２に、「テニュアトラック教員が、産前産後の特別休暇又は育児休業若しくは
介護休業を取得する場合、育児休業等の期間に相当する期間を延期して年次評価、中間評価
及びテニュア審査を行う。」と記載しており、ＴＴ若手が、出産・育児等のライフイベントにより、長
期にわたり業務の遂行が困難になった場合、これに配慮した施策をとっている。また、大学院授
業に関して非常勤の手当てや在宅勤務のための機器整備の手当てについても配慮している。
４-３

TT 若手の育成施策とその内容
(１) TT 若手の研究活動状況
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕
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[これまでのＴＴ若手の研究活動実績]
・ 査読付き原著論文の掲載：２７編
・ 特許： 出願中２件
・ 受賞： ２人（３件）
[各種外部資金の獲得状況]
７人中６人が複数の科研費を獲得しており、本学の一般のテニュア教員と比較して、相当高い
獲得率となっている。
・ 科学研究費補助金：12 件（80,550 千円）。内、24 年度 5 件
・ 財団研究助成金：10 件（18,300 千円）
(２) TT 若手の優れた研究業績など
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

[特記すべき業績]
１．「害虫内部共生系の包括的機能解明と、共生機能阻害による新規病虫害制御法の開発」
TT 若手 E は、ヨーロッパの野外集団から採取したエンドウヒゲナガアブラムシの共生細菌を、
16S rRNA 遺伝子の塩基配列に基づいて解析することにより、リケッチエラ（Rickettiella）属の
共生細菌を検出した。さらに、抗生物質処理や人工接種法を用いた解析により、リケッチエラ
を保有している場合に限って、本来赤色だったアブラムシの体色が緑色に変化する事を見い
だした。また、リケッチエラを保有しているアブラムシの内部共生細菌叢の 80%は二次共生細
菌であるハミルトネラ或はセラチアを保有している事も明らかにした。これらの成果は、 PLoS
ONE に掲載された。また、この研究は害虫駆除への応用の可能性を秘めている事から、全国
紙にその研究内容が紹介された。[PLoS ONE. 6: e21831(2011)]、毎日新聞・読売新聞・北日
本新聞など
２． 「正確な転写後修飾を保証するメカニズムの発見と組織特異的な遺伝子発現機構へのさら
なる探求」
TT 若手 D は、snRNA に対するアンチセンスオリゴを導入し、RNA-RNA 結合を阻害すること
により、効率的かつ特異的にスプライシングを阻害する方法を確立した。この技術を用いてス
プライソームのサブコンプッレクスの一つである U1 snRNP を阻害すると、転写の途中にも関わ
らず、mRNA が切断を受け、その切断部位において異常なポリ A 化を受けることを明らかにし
た。さらに、細胞はこの機構を用いることにより、様々な長さのアイソフォームを作り出し、増殖
環境、分化段階、組織などに特異的な遺伝子発現を可能にしていることも見いだした。この研
究成果は、Cell に掲載された。[Cell, 150, 53-64 (2012)]
３．「次世代バイオマテリアル開発の鍵を握る革新的な技術開発と幹細胞移植医療への展開」
難治疾患であるパーキンソン病の治療法として幹細胞移植が有望視されている。しかし幹細
胞移植の実現には、移植幹細胞の生着率の向上と厳密な機能制御（特に分化誘導制御）が
課題となっていた。TT 若手 B は、移植神経幹／前駆細胞を保護し、且つ制御できる細胞移植
用保護材料である Protein-based Artificial Niche (PbAN)の開発に取組み、結果、移植神経幹
／前駆細胞接着性を有するコラーゲンゲルを新規に創製し、移植細胞の初期生存率を約 40%
に向上させることに成功した。その成果について、Bioconjugate Chemistry に掲載された。また、
更なる生存率向上を目指した改良も行った。炎症反応が惹起されたときに炎症細胞から産生
される炎症性サイトカインによる攻撃から移植幹細胞を保護することを目的として、炎症細胞が
産生するマトリックスメタロプロテアーゼ９（MMP９）で切断されるペプチド配列とコラーゲンに結
合するペプチド配列を融合した抗炎症サイトカイン、インターロイキン 10 キメラタンパク質（IL１
0CP）を新規に創製した。このキメラタンパク質の有効性について in vitro での評価を行なった
ところ、天然の IL10 と同等の活性を有し、且つ、炎症反応が誘発されたときにだけ IL10 が放出
される機能を有することが判明した。この IL10CP を前述のゲルに担持させることによって更な
る移植幹細胞生存率の向上につながるものと考えられる。IL10CP の創製・有効性評価に関す
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る成果は、Biomaterials へ投稿する段階にある。[Bioconjugate Chem. 23, 212-221(2012)]
（３） TT 若手の教育能力の育成施策
〔「表Ⅲ-４-２，-３ TT 若手の職位別研究指導認定状況など」参照〕

部局とメンターの配慮の下、３人の TT 若手が部局の学部学生の研究指導を行っている。また、
２人の TT 若手が医学薬学教育部博士課程の大学院の英語による授業を行った。
４，５年度目は、TT 若手のさらなる教育力の向上を目指し、学生の研究指導や本学の生命融合
科学教育部（博士課程）の授業を実施する予定である。
（４） 実施機関で目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
以下の取り組みを実施している。
①研究能力の向上：主・副メンターによる助言・指導
テニュアトラック研究進捗報告会や拠点シンポジウムを通した異分野間の研
究者交流
②教育能力の向上：大学院博士課程の講義、学生の研究指導
③国際活動能力の向上：海外で開催される国際シンポジウムでの発表を義務化
④マネジメント能力の向上：研究支援員（ポストドクター）の指導を義務化； TT 若手主導による
先端ライフサイエンス拠点セミナーの主催を義務化
⑤共同研究：共同研究の奨励と積極的な取組みへの事務的支援
⑥知財教育：地域連携推進機構の特任教授による特許等の知材の講義を実施
⑦科学者倫理教育：研究振興部の説明会への参加を義務化
５． TT 若手及び研究支援員(ポストドクターなど)のキャリアパス支援と人材流動性への配慮
５-１ ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）など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
キャリアパス支援として、以下の取り組みを実施している。
① 国内外のシンポジウム等への積極的な参加を促し、知の交流によるスキルアップを図ってい
る。
② 産学官連携シンポジウム『フォーラム富山「創薬」』（年４回開催）への参加を通し、生命科学・
創薬に関する先端研究に触れるとともに、県内製薬メーカーとの交流を通して知のマッチング
を図っている。
③ 知財の専門家の特許等知的財産管理に関する講義を受講し、知財に関する知識の取得に
努めている。
（２） TT 若手への救済措置（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ）
『国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関す
る規則』の第 15 条に、「テニュア審査で不可とされたテニュアトラック教員から、転出準備のために
採用同意書の契約を超えて契約したい旨の申し出があった場合には、１年を限度としてこれを延
長することができるものとする。」と記載しており、これを TT 若手に周知している。また、任期延長期
間中、キャリアパス支援を行う。
（３） TT 若手の研究支援員（ポストドクター）などのキャリアアップ施策など
研究支援員（ポストドクター）について、以下のキャリアアップ支援を行っている。
①TT 若手と連携を組み、アクティビティーが高い同分野の主メンターと異分野の副メンターの指
導の下、先端研究を遂行することにより、研究者としてのレベルアップを図っている。
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②定期的な研究進捗報告会での発表・討論を通して、研究者としての資質向上を目指している。
③国内外のシンポジウムへの積極的な参加を促し、知の交流によるスキルアップを図っている。
④知財の専門家による特許等知的財産管理に関する講義の受講を義務づけている。
（４） TT 若手の転出・辞職（テニュア審査以前）の状況
〔「表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況」参照〕

現時点まで、TT 若手の転出・辞職者はいない。
５-２ 機関の人材流動性への配慮
医学薬学研究部と和漢医学薬学総合研究所では、全ての教員に任期制（再任可）を導入してい
る。理工学研究部では、助教について任期制（再任可）を導入しており、他の職階の教員への任期
制の導入については、現在、検討中である。
なお、任期終了１年前に、対象者にその旨伝え、任期終了の１ヶ月前までに、部局の人事検討委
員会で、定められた基準に従い審査を終え、当該者に結果を伝えることとしている。
教員採用に関しては、「国立大学法人富山大学 教員の選考基準」に従い、広く公募を実施し、
他機関からの多様な人材の採用に努めており、人材の流動化にも寄与している。この事は、
本学の中期目標・中期計画「Ⅹ その他 2. 人事に関する計画」にも記載している。
なお、毎年、全教員に対して教員業績評価を行い、評価結果を昇給に反映させている。
また、本学の TT 若手の公募に他機関の助教の応募があり、テニュアトラック制による人
材育成制度に関して、人材の流動性がみられた。
６． 年次評価の体制、基準・方法、結果とその反映、及びメンターの関与など
６-１ 年次評価の体制、基準・方法
(１) TT 若手の年次評価の体制
〔「表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制」参照〕

テニュアトラック選考・評価委員会で中間評価を行う。委員会の構成員は、学長、研究担当理
事、拠点長、副拠点長、医学薬学研究部長、医学薬学副研究部長、理工学研究部長、理工学
研究副部長、及び和漢医薬学総合研究所長である。
(２) TT 若手の年次評価の基準・方法、及びメンター、アドバイザーなどの関与状況
評価は、書類審査と発表・面接の２段階方式を取っている。評価の基準及び方法は以下に示
す通りである。これらは予め TT 若手に示してある。なお、主メンターは TT 若手の助言・指導に主
体的にかかわっている事から、評価には加われない仕組みとしている（副メンターは、異分野から
の研究内容に関する助言・支援を行っているが、同様に評価に加われないこととしている）。
[年次評価の基準]
研究の水準、研究成果、論文発表、国際会議発表、外部資金獲得、及び今後の研究構想
の６項目について、各々５段階評価を行う（合計 30 点）。総合点 24 点以上を優れた者と見なす。
なお、研究の水準に関しては、各々の研究分野において上位 25%以上のレベルに位置づけら
れる学術雑誌（IF 値の高い論文を含む）に掲載された論文の研究内容や学会・シンポジウムな
どの招待講演の研究内容を世界水準とみなし高く評価することにしている。
[年次評価の方法]
１)TT 若手は、規定の形式に則った「研究業績等報告書」（研究概要、研究内容、研究業績、教
育業績、社会活動、研究計画に対する達成度）と論文・著書等の別刷を拠点長に提出。
２)テニュアトラック選考・評価委員で、「研究業績等報告書」の項目（研究の水準、研究成果、論
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文発表、国際学会発表、外部資金獲得、今後の研究構想）に各々５段階評価を行った。
３)テニュアトラック選考・評価委員会の外部委員に TT 若手が作成した「研究業績等報告書」と
添付資料、及びテニュアトラック選考・評価委員会の取り纏めた評価結果を送付し意見を求め
た。
４)選考・評価委員会で TT 若手による成果発表と面接を行う。成果発表のみメンターも参加可能
とした。
５)選考・評価委員会で、書類審査及び発表と質疑応答を総合評価して総評を取り纏め、最終決
定は学長が行った。
６-２ 年次評価の結果
拠点長から TT 若手に、指導内容、改善を要する点を記した「テニュアトラック教員年次評価結果
通知書」を手渡し、口頭で、達成目標と達成状況を踏まえ、その内容を伝えている。また、メンター教
員に、総評を記した「テニュアトラック教員次評価結果通知書」を送付し、評価結果を踏まえた TT 若
手への指導・助言を要請した。
以上のように、TT 若手及びメンターに評価結果のフィードバックを行っている。
７． 中間評価及びテニュア審査の体制、基準・方法、メンターの関与など
７-１ 中間評価の体制と基準・方法
(１) TT 若手の中間評価の体制
〔「表Ⅲ-７−１ TT 若手の中間評価の体制」参照〕

テニュアトラック選考・評価委員会で中間評価を行う。委員会の構成員は、学長、研究担当理
事、拠点長、副拠点長、医学薬学研究部長、医学薬学副研究部長、理工学研究部長、理工学
研究副部長、和漢医薬学総合研究所長、及び学外委員４人であるが、中間評価では、より高い
透明性を確保するため、学外委員に外国籍の研究者を加える。
(２) TT 若手の中間評価の基準・方法及び策定方法
① 評価基準：下の④に記載した研究活動実績の６項目について、各々５段階評価を行う（合計 30
点）。総合点 24 点以上を優れた者と見なす。なお、研究分野のレベル 25%以上に位
置づけられる学術雑誌に掲載された学術論文、学会やシンポジウムでの招待講演、
及び受賞は高い評点とする。研究業績に関する評価項目や基準は、実施委員会や
説明会を通して、既に TT 若手やメンターに周知している。
② 評価方法：テニュアトラック選考・評価委員会で、TT 若手から提出された研究成果報告書の審
査、次いで、口頭による発表と面接の審査を行い、これらを総合して評価する。
メンターは中間評価には関与できない仕組みを取っている。
③ 中間評価の実施年月日： 平成 22 年度採用の TT 若手は平成 25 年 1 月に実施予定。
平成 23 年度採用の TT 若手は平成 25 年 12 月を予定している。
④ 研究活動実績を評価する項目：
研究の水準、研究成果、学術論文・著書・特許、国際会議発表、外部資金獲得、今
後の研究構想
７-２ テニュア審査の体制と基準・方法
(１) TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
〔「表Ⅲ-７-２ TT 若手のテニュア審査の体制」参照〕〕

テニュア審査は、教員選考・評価委員会で行う。構成員は、学長（委員長）、研究担当理事、拠
点長、副拠点長、医学薬学研究部長・副研究部長、理工学研究部長・副研究部長、和漢医薬学
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総合研究所長、及び外国籍の研究者を加えた学外委員（４人）である。
（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（案の段階を含む）
①評価基準： テニュア審査の基準（「テニュア教員採用内規」の「テニュア審査基準」の項目に記
載）及び採用される部局等における准教授の採用基準を満たすこと。
研究活動実績の評価については、下記④の６項目について各々５段階評価を行
う（合計 30 点）。総合点 24 点以上を優れた者と見なす。なお、研究分野のレベル
25%以上に位置づけられる学術雑誌に掲載された学術論文、学会やシンポジウムで
の招待講演、及び受賞は高い評点とする。
②評価方法：TT 教員選考・評価委員会の下に置く専門分野別教員選考評価委員会において、
TT 教員の研究業績等に係る書面審査、面接審査及びプレゼンテーションによりテ
ニュア審査を行い、当該審査結果に基づき、テニュアトラック選考・評価委員会で、
総合的にテニュア審査を行い、テニュア授与の可否を決定する。
メンターはテニュア審査には関与できない仕組みを取っている。
③テニュア審査の実施年月日： 平成 22 年度採用の TT 若手は平成 26 年９月を予定している。
平成 23 年度採用の TT 若手は平成 27 年９月を予定している。
テニュア審査について、本学の「テニュアトラック教員採用内規」に「原則としてテニュ
アトラック期間の最終年次の満了日の６ヶ月前までに、別紙の審査基準に基づき、行
うものとする。ただし、テニュアトラック教員から申し出があり先端ライフサイエンス拠点
長が認めたときは、任期の３年目以降に行う事ができる」と記載しており、任期の３年
目以降にテニュア審査を申請する者については、その都度テニュア審査を行う。
④研究活動実績を評価する項目：研究の水準、研究成果、学術論文・著書・特許、国際会議発
表、外部資金獲得、今後の研究構想
７-３ 中間評価・テニュア審査の体制・基準・方法などの TT 若手への周知時期・方法
中間評価・テニュア審査の体制・評価項目・基準・方法については、既に、テニュアトラック教員説
明会を開催し、TT 若手に周知している。なお、説明会には、研究担当理事、拠点長、副拠点長、研
究振興部長、及び総務部長が出席している。
７-４ 中間評価結果及びテニュア審査の状況
(１) TT 若手の中間評価結果
(該当なし)
(２) 既に自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
(該当なし)
８． テニュアポストの準備状況
[「表Ⅲ-8-1

現時点でのテニュアポストの準備状況（自主的取組を含む）」を参照]

『国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する
規則』の 19 条に、「学長は、テニュアトラック教員を採用しようとするときは、当該テニュアトラック教員
のテニュアポストを確保しておかなければならない。」と記載しており、TT 若手数７に相当するテニュ
アポスト（准教授）７を学長裁量ポストとして用意している。本プロジェクト以後のテニュアトラアック制
による若手育成に関するプロジェクトは，部局のポストを使用することにしている。
TT 若手が、テニュア審査を経て、医学薬学研究部及び和漢医学薬学総合研究所に雇用された場
合、任期は 10 年（再任可、再任回数の制限はない）であり、理工学研究部に雇用された場合、任期
は課されない。
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TT 若手がテニュア職を得た場合、研究費、学部・大学院講義、研究指導は、通常のテニュア教員
と同等に扱うこととしている。
９． 人材養成システム改革に向けての PDCA サイクルの活用状況
人材養成システム改革に向けて、以下のPDCAサイクルを働かせている。
①Plan: 人材養成システム改革の制度設計を行い、それに従い、先端ライフサイエンス拠点を設
置し、本拠点における人材育成方針を示した。
②Do: 外部委員を含むテニュアトラック選考・評価委員会で、厳正で透明性ある選考を経て優秀
な若手教員を採用した。また、テニュトラック実施員会で、人材育成方針に従い、TT若手
育成の取組みを行っている。
③Check:テニュアトラックプログラム評価委員会による外部評価を行い（24年度実施予定）、本プロ
グラムが適切に実施され、目指す人材養成システム改革となっているかのチェックを行う。
④Action:評価結果を踏まえ、学長の指導力の下、テニュアトラック人材養成システム改革推進委
員会で、本プログラムの実施の改善を指示するとともに、本事業の成果を踏まえ、テニュア
トラック制度を活用し若手人材育成制度の本学での普及・定着を図る。
10． 情報発信・アウトリーチ活動とその成果
[「表Ⅲ-10-1

情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む）」を参照]

(１) 構成員への説明状況
本学の先端ライフサイエンス拠点で取り組んでいるテニュアトラック制を活用する若手人材育
成について、部局長等懇談会や評議会で説明している。また、理学部、工学部、医学部、薬学
部の教授会でも既に紹介している。
(２) 構成員へのアンケート調査など、特徴ある取り組みなどによる周知状況
先端ライフサイエンス拠点事業の紹介、TT 若手の紹介、及び TT 若手の研究成果報告等を記
載した News Letter を発行している。なお、News Letter の発行は年４回を予定している。
国際シンポジウムやセミナーを開催する毎に、ポスターを掲示するとともに、全構成員に開催
案内をメールにて送付している。
テニュアトラック制を活用する若手人材育成について、８月にアンケート調査を予定している。
11． 総括責任者のリーダーシップ
学長は、富山大学プロジェクトの総括責任者として、富山大学プロジェクトの各実施段階でリーダー
シップを発揮した。具体的な内容を例示すると、
① 富山の特色を活かした富山大学プロジェクトの制度設計（学長の下に先端ライフサイエンス拠点
を設置し、出身基盤（学部）の異なるライフサイエンス分野の TT 若手を集積し、新たな学門分野の
創出を目指すなど）を決定した。
② 自主的経費により TT 若手を採用することとし、学長裁量ポストを手当した。
③ テニュアトラック教員選考・評価委員会の委員長として、国際公募のあり方（募集分野、募集人数、
TT 若手の分野、外国籍研究者・女性研究者の採用への配慮など）の最終決定を行った。
④ テニュアトラック教員選考・評価委員会の委員長として、評価基準の策定や年次評価における改
善・指導内容の取り纏めを行った。
⑤ TT 若手が自立して研究できる環境の整備（実験室の確保や学内施設の利用）を主導した。
⑥ テニュアトラック人材改革推進委員会の委員長として、本学におけるテニュアトラック制度の普及・
定着に主導的に取り組んでいる。
⑦ 『フォーラム「富山」創薬』の会長として、 TT 若手の産学連携への積極的な係わりを主導した。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
1．ミッションステートメントの達成状況と今後の計画
(１) 人材システム改革構想の概要
学長直属の先端ライフサイエンス拠点に、意欲のある若手教員を採用し、自立して研究で
きる環境を提供するとともに、教育研究のアクティビティーが高いメンターの支援・指導に
より、従来の講座単位に縛られることなく、最先端研究の推進や学際領域の開拓を図る。こ
のことによって、従前のシステムでは育成が困難であった、自由な発想で学際領域に果敢に
挑戦する次世代を担う若き研究リーダーを育成する。任期終了後のテニュア審査で高い評価
を得た者を本学教員として採用する。
（２） ３年目における具体的な目標の達成度
[提案書に記載した３年目における具体的な目標]
①初年度に、学長直属の「先端ライフサイエンス拠点」をテニュアトラック推進特区として設ける。
②初年度に５人、２年度目に２人を国際公募により募集し、厳格な審査の上採用する。
③採用したTT若手(特命助教あるいは特命准教授)の研究環境を整備する。
④採用したTT若手について、毎年度の評価とともに、３年経過後に中間評価を行い、評価に基づ
いた指導を行う。
[実施状況]
上記の具体的目標①〜③は、全て実施した。
年次評価は、テニュアトラック教員選考・評価委員会で（平成24年３月22日開催）、書類評価、
次いで口頭による発表・質疑応答に対する評価、の形式で行った。研究業績評価のポイント値
（全体の中の当該TT若手の順位も）、総合評価、及び研究等の改善要請をTT若手に伝えた。ま
た、評価結果に基づき、正副メンターによるTT若手への助言・指導が行われた。
また、これまで、TT 若手の研究目標・成果発表会を毎年ごとに（通算２回）、TT 若手、研究支援
員（ポストドクター）及びメンター合同の研究進捗報告会を毎月ごとに、国際シンポジウムを毎年
ごとに（通算２回）行った。
さらに、キャリアサポートの一貫として、専門家による知材関係の講義も実施している。
（３）ミッションステートメントの達成状況から見た今後の計画
①これまで、テニュアトラック実施委員会や若手研究者支援室が研究進捗報告会や国際シンポジ
ウムの段取り等を行ってきたが、24 年度から新たな取組みとして、国際シンポジウムの講師の選
定や交渉も TT 若手に担当させることとした。また、一人１回/年、TT 若手自身が企画して、外来
講師を招いての先端ライフサイエンスセミナーを行う事とした。これらの取組みにより、TT 若手の
意欲とマネジメント能力の向上が期待できる。
②TT 若手の教育力の向上を目指して、新たに、生命融合教育部（博士課程）の大学院等の講義
や学生の研究指導を実施する。
③24 年度に富山大学プロジェクトの達成状況について学外委員による外部評価を受ける予定であ
る。
２．採択時コメントへの対応状況
採用時に、『実施機関後半や自主取組においても、テニュアトラック若手研究者を採用することや、
国際公募に当たってテニュアトラック准教授も募集対象とすることが望まれる。さらに、テニュアトラッ
ク若手研究者の国際公募にテニュア審査の基準・手順を示すこと、テニュアトラック制導入の方法・
効果に関する評価等を行い、機関全体への展開と定着に向けた具体的な計画を立案することが必
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要である。』とのコメントを受けている。
このコメントに応えるべく、TT 若手を公募する際、公募要領に『原則として特命助教。経歴、業績に
よっては特命准教授』と記載した。また、国際公募に、テニュア審査の基準・手順を示した。
結果、多くの若手研究者の応募を得た。研究業績、将来性（研究計画）、及び発表能力などを厳
密に審査した結果、今回は、７人とも特命助教として採用することにした。
テニュアトラック制導入の方法・効果に関する評価については、学外の有識者からなる「テニュアト
ラックプログラム評価委員会」を設置した。さらに、テニュアトラック制度の普及・定着に向けた具体的
な計画を立案するために、学長の下に、担当理事、部局長からなる「テニュトラック人材養成システム
改革推進委員会」を設置し、本学におけるテニュアトラック制度の普及・定着の検討を開始した。
３． テニュアトラック制の導入による機関内外などへの期待される波及効果
(1) テニュアトラック制の導入によって期待する若手育成システム改革
[「表Ⅳ−3−1

テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例」を参照]

① 本学におけるテニュアトラック制による若手人材育成は、これまでの講座制による研究体制と
は異なり、自立して研究を推進することができるため、自由な発想に基づく研究が保証されてい
る。また、研究支援員を雇用できること、メンターの助言を得る事ができること、アドミニストレーシ
ョンから解放され多くの研究時間を確保できること、国際シンポジウム・拠点シンポジウムを通し
た国内外の研究者との交流の機会が多いことなどから、国際的な競争力のある研究リーダーの
育成が期待できる。なお、TT若手のアドミニストレーション業務の免除については、部局長等の
了解を得ているが、さらに広報活動を通じて他の教員の理解を得る努力を続けている。
② 育成されたTT若手を中心に、新たな分野での拠点の形成、さらにはグローバルな知の循環ネ
ットワークの構築が期待できる。
③ 大学内にテニュアトラック制による若手人材育成システムの導入が広がる事により、大学の縦
割り人事に縛られない機動的な人事制度改革に繋がることが期待できる。現在、「テニュアトラッ
ク人材養成システム改革推進委員会」を設置し、学長の指導の下、具体的な検討を開始した。
④ テニュアトラック制による若手人材育成システムは国際公募が基本となっており、今後、このシ
ステムの導入を進めることにより、外国人研究者の増加が期待され、このことにより、研究の実施
体制や教員業績評価の在り方などについて国際標準の浸透が期待される。
（2） TT 若手の学会活動への貢献など
「表Ⅳ−3−２

TT 若手の学会活動への貢献など」を参照]

TT若手Eが、「日本アブラムシ研究会」を立ち上げ、リソースや技術開発を行っている。
（ https://sites.google.com/site/jsabweb/newsletter;
https://sites.google.com/site/jsab2012mtg/home）。
TT若手Bは、日本バイオマテリアル学会北陸ブロック若手研究会を発足させ、平成24年12月に
第１回目の研究会を開催予定である。また、同人は、北陸４大学再生医療推進グループを発足さ
せ、平成24年12月に研究会を開催する予定である。
（3） TT 若手が主導した国際共同研究とその成果
[「表Ⅳ−3−3

TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果」を参照]

TT 若手 E は、Liege 大学（ベルギー）の Jijakli 教授とバナナの害虫 Pentalonia nigronervosa
の内部共生細菌について国際共同研究を行っている。また、INRA（フランス）の Simon 博士とア
ブラムシの共生細菌について国際共同研究を行い、 先方の研究員を本学に受け入れるなど人
材交流が始まっており、今後の発展が期待される。
TT 若手 C は、Oxford 大学の前田博士とラジカルペア機構における微弱地場のセンシングや
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それを利用する材料開発に関する共同研究を行っており、前田博士の本学での講演会も実施さ
れている。
（4）TT 若手の産業界などへの貢献によって、産学連携強化が図れた事例
[「表Ⅳ−3−4

TT 若手の産業界への貢献とその効果」を参照]

TT 若手 B は、３社と共同研究を行っており、内１社は、現在、共同研究で得られた成果の商品
化を検討中である。
TT 若手 E は、１社と新規害虫防除法や病虫害診断法の開発に関する共同研究を行っている。
以上のように、本学のテニュアトラック若手人材育成事業は、産学連携強化にも寄与している。
今後、TT 若手が、製薬メーカーとの連携を通して、自由な発想に基づくライフサイエンスに関
する先端研究を推進することによって、産業界への貢献が期待できる。
４．機関による自己評価
(１) 国際公募･選考及び業績評価
①国際公募書類に、若手人材育成の目標、公募審査やテニュア審査の手順・基準、及び女性
研究者と外国人研究者の採用目標を明記した。また、女性研究者や外国人研究者が応募しや
すいように、支援内容も記載した。その結果、７人募集のところ、外国人研究者 40 人、女性研究
者 17 人の応募があり、多様な人材の採用に成功した。
②TT 若手の選考･採用については、機関外の第三者を含む選考・評価委員会で審査するなど、
客観性・透明性を確保した。なお、委員会では、自機関出身者を 50%以内に押さえる事を前提
として選考を行った。結果、採用した TT 若手の直前職が本学に関係する者は２人であり、
25.8%にとどまった。
③採用した TT 若手の年次評価は、テニュアトラック選考・評価委員会で、業績書類、口頭による
研究成果の発表、及び面接の応答を総合して評価した。また、評価プロセスの客観性・適正性
を図るため、評価作業からメンターを外した。
拠点長及びメンターから TT 若手に評価結果のフィードバック（改善指示・指導など）が行われ
た。その結果、TT 若手間の研究情報交換が以前より活発に行われるとともに、TT 若手の研究
能力や外部資金の獲得数が向上するなど、フィードバックの効果が見られた。さらに、本学の准
教授・助教の科学研究費補助金の採択率は平成 23 年度 18.8% ( TT 若手は 66.7%)であったが、
平成 24 年度は 24.5%（TT 若手は 62.5%）に向上しており、外部資金の獲得に関して、富山大学
プロジェクトの一般教員への波及効果が現れていると考えている。
以上の取り組みから、「国際公募・選考及び選考後の業績評価」に関して、当初の計画を十
分達成したと判断している。
(２) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
本学のテニュアトラック制の制度設計とこれまでの取り組みは以下の通りである。
①TT 若手の所属する組織として、学長の下に「先端ライフサイエンス拠点」を設置し、テニュア
トラック実施委員会とテニュアトラック教員選考・評価委員会を置き、富山大学プロジェクトの
円滑な実施を図った。また、外部委員からなるテニュアトラックプログラム評価委員会を設置
し、富山大学プロジェクトの外部評価の仕組みを作った。さらに、富山大学プロジェクトの成
果を参考に、テニュアトラック制度の普及・定着を図るため、学長を委員長とするテニュアトラ
ック人材養成システム改革推進委員会を設置した。
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② TT 若手（特命助教）の人数７に相当するテニュアポスト（准教授）７を学長裁量ポストとして
確保した。
③ TT 若手は、本プロジェクトにかかわる任務（ハイレベルな研究成果、教育能力の向上、知
財に関する知識の習得、国際性の涵養、マネジメント能力の習得など）を特別に負っている
ことから、身分の名称を特命助教とした。
④ TT 若手の自立性を確保するために、研究費と研究室・実験室を提供した。また、各々１人
の研究支援員（ポストドクター）を配置した。
⑤ TT 若手に複数のメンターを配置した。メンターは、TT 若手の自立性を尊重しつつ、研究進
捗報告会やメンターが主催するセミナー等を通して、TT 若手へ研究の助言・支援を行った。
⑥ 国際シンポジウムの開催、海外で開催される国際会議での発表の義務化、英語による大学
院講義の実施など、TT 若手が国際的に活躍する仕組み作りに努めた。
⑦ 年次評価、中間評価、テニュア審査に向けた評価指標・評価手順を TT 若手に提示した。
⑧ テニュア審査に、メンターを加えないこと、学外の有識者を数人加えること、及び専門家に
peer review を依頼すること（予定）など、審査の厳格さと透明性の確保を図っている。
⑨ テニュア審査の結果、テニュア職を得ることができなかった TT 若手に対して、１年間の任期
延長とキャリアパス支援を行う仕組みを作った。また、テニュア審査の結果に対する意義申し
立て制度も整えている。
以上の取り組みから、富山大学プロジェクトの制度設計に基づく実施内容・実績は当初の目
標を十分達していると判断している。
(３) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に対するマネジメント）
①学長（本事業の総括責任者）の下にテニュアトラック人材養成システム改革推進委員会を設
置しており、学長のリーダーシップの下、本学に人材養成システム改革の普及・定着を進める
ことにしている。
②TT 若手の育成については、年度ごとに目標を設定するとともに、年次評価及び中間評価に
基づき教育、研究内容の指導・改善を行なうなど PDCA サイクルによる取組みとしている。
③富山大学プロジェクトの実施については、外部委員からなるテニュアトラックプログラム評価委
員会による外部評価を受け、評価に基づく改善を図るなど、PDCA サイクルによる実施の仕
組みを確立している。
④補助金の有効な活用を図るため、年度初めに、学長の指導の下、テニュアトラック実施委員
会で、年度事業計画に基づく TT 若手の研究費の配分など資金計画を立案している。
⑤拠点 HP でのリアルタイムの情報提供、拠点 News Letter の発行、拠点シンポジウムの案内
などによる機関内外への情報発信を行っている。
以上のように、総括責任者のリーダーシップの下、機関全体での機能、資金計画、補助金の
有効な活用、及び情報発信などについて、富山大学プロジェクトにおける人材養成システム改
革のマネジメントが十分図られていると判断している。
(４) 今後の進め方
①若手人材育成の目標として、自由な発想で学際領域に果敢に挑戦する時代を担う研究リーダ
ーの育成を掲げている。計画期間終了時に、この目標を達成できるよう、TT 若手を支援する。
②学長の下に、「テニュアトラック人材養成システム改革推進委員会」を設置しており、実施期間
終了時における人材養成システム改革の自立的維持・運営・発展のための方策とその継続性
について、全学的な取組みとして、検討を行っている。理工学研究部では、理学系でテニュア
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トラック制による若手人材育成システムの導入を決定し、理工学研究部長の下、「理工学テニュ
アトラック若手研究者育成部門」を立ち上げており、規則などの整備を図っているところである。
なお、TT若手の採用は、退職教員のポストを用いる事にしている。
「人材養成システム改革」の今後の発展に関して、すでに理工学研究部（理学系）でのテニュア
トラック制の導入を決めており、人事システム制度改革を着実に進めている。
(５) その他（特徴ある取組などについて）
以下の独自な取り組みを行っている（予定も含む）。
①本学では、TT 若手のマネジメント能力の向上をめざして、24 年度から、TT 若手が自ら著名な
講師を招き講演会（先端ライフサイエンスセミナー）を企画・案内・実施することを義務づけて
いる。結果、TT 若手の意気込み、TT 若手間の交流、本学におけるテニュトラック制による若
手人材育成の情報伝達の向上につながっている。
第１回 企画・実施：TT 若手 D
開 催 日：平成 24 年６月２９日
講 師： 片岡直行特定准教授（京都大学）
演 題： mRNA スプライシングを標的とした疾患治療へのアプローチ
第２回 企画・実施：TT 若手 C
開 催 日：平成２４年８月１日
講 師： 前田公憲博士（Oxford 大学）
演 題： 渡り鳥の化学コンパスと電子スピン
②TT 若手及び研究支援員（ポストドクター）を対象として、知材の専門家による知材関係の講義
を実施している。この結果、TT 若手の１人が自ら特許を申請するなど、効果が現れている。
③生命科学に関する産学官連携事業（フォーラム富山「創薬」、年４回開催、会員制）への参加を
義務づけており、先端の研究に触れるとともに、製薬企業との交流を通して、社会ニーズの把
握や知のマッチングを図っている。
④生命融合科学教育部で博士課程の学生を対象として、TT 教員が英語による講義を実践して
いる（現時点で２人）。今後、これを拡充する。
⑤ 国内外の研究者との共同研究を奨励した。その結果、海外の研究機関との共同研究が始ま
り（２人）、相手の機関からの研究者を受入れるなど、人材交流が始まった。
⑥ 今後、人材養成システム改革を進めて行く上で、本学の若手教員の理解が極めて重要であ
るとの認識から、TT 若手と本学の若手教員との交流の場として、最近の科学のトピックスや大
学における研究組織の在り方などをテーマにサイエンスカフェを実施する（10 月開催）。
⑦ 医学系の TT 若手２人は、医学部の教職員にテニュアトラック制による若手育成事業（人材養
成システム改革）の理解を広めるために、医学部の新入生研修会（5 月 11、12 日に立山の宿
泊施設で開催）に参加し、医学部の教員及び学生との交流を深めた。今後、他の系の TT 若
手にも、本学の教員や学生との積極的な交流の場を設ける予定である。
⑧ TT 若手が学内の協力可能なイベントに積極的に参加している。例えば、TT 若手 D は、富山
大学男女共同参画室主催のセミナー「留学して研究するということ」（平成 24 年 7 月 18 日開
催）の講師として、「最近のアカデミアキャリアアップ」との題目で講演を行った。この結果、人
材養成システム改革を実践している先端ライフサイエンス拠点の認知度を高めるのに役立っ
た。
TT 若手への支援やテニュア教員との交流の場の設定など、当初の計画を超えた取組みを実
施している。
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Ⅴ. 今後の人材養成システム改革の計画
１． 実施期間終了時の達成目標
本学の若手研究者の自立的研究環境整備促進事業への提案書の様式４－４ 「ミッションステート
メント」の（３）実施期間終了時における具体的な目標に、『先端ライフサイエンスに関わる、世界トッ
プレベルの研究能力を有する人材を育成する。』 こと、及び『初年度に採用された5人の特命助教
のテニュア審査を行う。』を記している。
現在、本学のTT若手（特命助教）は、自立した環境の中、研究支援員、メンター、若手研究者支援
室、研究振興部などの助言・支援の下で、先端研究に取り組んでおり、すでに成果が出ている事か
ら、当初の目的（世界トップレベルの研究能力の育成）に近づけることができると考えている。
人材養成システム改革の計画については、『本学の人材養成システムを、他の重点拠点に拡充し、
意欲ある若手の任期付特任助教の確保に努める』としている。現在、テニュトラック制度による若手
養成システムを、本学に確実に普及・定着させるために、先端ライフサイエンス拠点と連携を取りな
がら、重点拠点以外に部局に展開する事を企画している。実際、理工学研究部（理学系）で、退職
教員のポストを確保することにより、テニュアトラック制による人材養成システムの導入を機関決定し、
平成24年度科学技術人材育成費補助事業のテニュトラック普及・定着事業に応募している。
本事業の４、５年度目は、TT若手の研究のさらなる推進、マネジメント能力の向上、教育力の向上、
及び富山大学プロジェクトの情報発信に重点を置いて取り組むこととしている。
２． 実施期間終了後の人材養成システム改革の構想
(１) 機関に定着することを計画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]
富山大学プロジェクト終了後、テニュアトラック制を本学に定着させる方針である。
[導入を計画しているテニュアトラック制の内容]
現在パイロット事業として、「先端ライフサイエンス拠点」でテニュアトラック制を活用する若手人材
養成を行っている。今後、本拠点のプロジェクトは継続するが、大学における確実な普及を図るた
めに、新たに、部局型テニュアトラック制を導入する。
なお，部局型テニュアトラック制は、基本的に、現在行っている先端ライフサイエンス研究拠点の
システムを踏襲することとし、先端ライフサイエンス拠点と密接な連携を取りながらこれを運営す
る。
[導入を計画しているテニュアトラック制の適用範囲]
学長の下で、全部局でのテニュアトラック制による人材育成システムの導入を検討しており、既
に、理工学研究部での導入を決定した。特に、理工学研究部の理学系では、今後、若手教員の
採用の 30%以上を TT 若手として採用することとし、部局内に「理工テニュアトラック若手研究者育
成部門」を立ち上げた。
(２) 実施期間終了後の機関における人材養成システム改革の方向性
現在、テニュアトラック人事改革推進委員会で、学長の指導力の下、テニュアトラック制の全学
への展開を検討している。
テニュアトラック制の下、若手研究者が自立して研究できる環境を整備し、複数のメンターによ
る適切な助言・指導を行うことにより、国際的に活躍できる優れた研究者の育成を図る。さらに、こ
れらの研究者を核にした複数の未来志向型学内研究拠点を創設する。テニュアトラック制を活用
する若手人材養成システムを全学に普及・定着させ、国際水準の大学を目指す。
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（３）実施期間終了後の人材養成システム改革推進における予想される課題
人材養成システム改革推進において、以下の課題が予想される。
①人材養成システム改革を推進するに当たって、ある期間内のことであるが、従来からの若手
教員と TT 若手が混在することになり、その処遇の違いが問題視される。
②TT 若手には、再任のない任期制の導入と高い成果が求められているので、それにふさわし
い環境整備（研究費、研究室）が必要であるが、その財源の確保が厳しい状況である。
③未だ講座制を強く主張する教員も多く、その立場からの意見が強く出される可能性がある。
④年々教員ポストが削減される中、部局の再編が行われる可能性があり、人事に関して不透明
な部分がある。
３． 資金活用実績と実施期間終了まで及び実施期間終了後の資金計画
旧科学技術振興調整費で６人、自主経費（運営交付金）で１人の TT 若手を雇用している。TT 若
手全員に、初年度に 10,000 千円のスタートアップ資金を措置した。これ以外に、年間の研究費とし
て 5,000 千円、研究の推進を図るために研究用設備費として 10,000 千円を各々に措置した。また、
研究の推進を図るために TT 若手１人に１人の研究支援員（ポストドクター）を手当した。事業を円滑
に実施するために、コーディネーター１人、事務支援員４人（内、３人は自主経費）を雇用した。
さらに、TT 若手の使い勝手の良い（研究し易い）独立した研究室や実験室を確保するため、既存
の部屋の改修費を措置した。
このように、TT 若手育成に、自主経費を含む旧科学技術振興調整費が極めて有効に活用されて
おり、富山大学プロジェクトの推進に役立っている。
実施期間終了後は、学長裁量経費などで、本プロジェクトの継続を図る。
４． 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
高度にグローバル化された現代世界の中で、有効国土が狭く且つ産業資源の乏しい日本が、今
後とも様々な分野で世界を牽引する国であり続けるためには、先端の研究で日本・世界をリードし、
グローバル頭脳循環ネットワークを構築できる人材の育成が必要不可欠である。
このような人材の育成には、柔軟な発想と柔軟な思考力を有する若い時期に、アドミニストレーショ
ンから解放され、独立且つ競争的研究環境の中で、国内外の研究者との共同研究などを通して、自
由な発想でのびのびと研究を推進することが重要である。このために、テニュアトラック人材育成の
仕組みはその機能を充分に発揮するものと思われる。
そこで、本学では、本プロジェクトが終了した後、上記「２．実施期間終了後の人材養成システム改
革の構想」で述べたように、学長が自らテニュトラック人材養成システム改革推進委員会を主導し、テ
ニュアトラック制度を活用した若手人材育成システムの本学への普及を図る。なお、本学の特徴を活
かした戦略的な拠点を発展させ、社会貢献を果たし続けることはいうまでもない。その発端となった
先端ライフサイエンス拠点は継続させるべきものとして、富山大学プロジェクト終了後も、本学の活性
化のためにテニュア獲得後の研究能力の高いテニュア若手研究者にも拠点の発展に寄与する役割
を期待し、さらに、未来志向研究拠点の創設へも大きな役割を果たすことを期待し、学長裁量による
支援を継続する。
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【成果報告書本文のデータ集】

「Ⅲ．プロジェクト実施の内容」に係る図表
「２．プロジェクト実施体制と実施状況」に係る図表
表Ⅲ-2-1 プロジェクトの運営・実施体制
委員等の構成（人）

委員会等の
名称

検討の内容

テニュアトラック人材
養成システム改革推
進委員会
（全機関運営）

本学における人材養成シ
ステム改革及びテニュアト
ラック制の制度設計・導
入・普及・定着

3

5

テニュアトラック実施
委員会
（課題実施）

本プロジェクト事業の実施
計画、予算、及び先端ライ
フサイエンス拠点運営全
般

2

テニュアトラック教員
選考・評価委員会
（評価・点検）

TT 教員の採用審査、業績
評価、及びテニュア審査

テニュアトラックプロ
グラム評価委員会
（評価・点検）

本プロジェクトの達成状況
に関する評価

自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

0

0

0

7

2

0

0

3

5

0

3

1

0

0

0

3

0

「執行部」とは、学長、副学長、理事など機関の運営管理などに携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会など
「（評価・点検）」とは、本プロジェクト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プロジェクトの参画者以外の委員を主とした委員会など
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「３． TT若手の国際公募と選考・審査結果」に係る図表
表Ⅲ-3-1-1 平成 22 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

医学分野における先端ライフサイエンス、薬学分野における物理化学を基盤
とした創薬を指向したライフサイエンス、理学分野における生理・生化学を基
盤とした先端的ライフサイエンス、ものづくり・工学を指向したライフサイエン
ス、和漢薬を基盤とした病態制御研究又は臨床科学研究に関するライフサイ
エンス・先端ライフサイエンス拠点

公募期間

平成 22 年 9 月 1 日～平成 22 年 10 月 25 日

公募媒体

大学 HP、本事業 HP、Nature(Naturejobs.com)Web 版、Science(Science
Career)Web 版、JREC-IN、日本薬理学学会誌

公募費用

132,829 円

表Ⅲ-3-1-2 平成 23 年度第 1 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

医学分野における先端ライフサイエンス、ものづくり・工学を指向したライフサ
イエンス・先端ライフサイエンス拠点

公募期間

平成 22 年 10 月 18 日～平成 12 月 20 日

公募媒体

大学 HP、本事業 HP、Nature(Naturejobs.com)Web 版、JREC-IN

公募費用

63,000 円
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表Ⅲ-3-2-1 平成 22 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４-１参照〕

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ください）
平成 22 年 9 月 1 日～10 月 25 日（55 日間）

公募期間（月数又は日数）

医学分野
1
薬学分野
1
理学分野
1
工学分野
1
和漢薬分野
1
博士学位を取得して 10 年以内
大学、研究機関、及び企業等で研究に従事
独創的な研究を推進することに意欲のある若手研究者
研究業績があり現在活発に研究を展開している者

研究分野別の公募人数

応募資格

募集条件

自機関からの応募
女性研究者 1 名以上、外国人研究者 1 名以上の採用を
目指す。
１次選考：書類審査
２次選考：プレゼンテーション及び面接等による審査
本プログラム育成施策：若手研究者の育成・国際性涵養
のための取組
先端ライフサイエンス拠点

女性研究者・外国籍研究者からの応募

応募者の選考・審査などの方法・プロセスなど
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
職ュ
ア
務ト
・ラ
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の

特命助教

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

採用時提出研究計画書に基づく研究活動
研究論文の公表
国際会議等での学術講演会での発表
競争的外部資金の応募・獲得
希望により大学院講義の一部を担当
ＴＴ実施委員会委員長が必要と認めた業務
本学規則の適用
裁量労働制
職務発生した発明等は、本学知的財産ポリシー及び本
学職務発明規則に従い知的財産権は本学所有
２０１５年 3 月 31 日

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、講義の義務などを含む）

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

年棒制
健康保険、共済年金、雇用保険及び労働災害保険に加
入
男女共同参画推進室において、Ｗｅｂメンター制度、人材
バンク等の女性研究者の環境整備支援
ライフイベントによる長期休業等に対する措置有り。

テニュアトラック期間中の給与・諸手当など

な外女
ど国性
へ籍研
の 究
配研者
慮究・
者

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
長期休業などに対する措置（任期延長など）

必要に応じて住居の確保

外国籍研究者への支援体制・内容

外国藉研究者の採用枠を設けている。

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）

研究費 1,000 万円（初年度 300 万円、2 年度 700 万円）
設備備品費 1,000 万円
500 万円

スタートアップ資金

研
究
環
境

年間研究費

60ｍ2

研究スペース

本学の共通設備・機器の利用は可能

利用可能な共通研究機器・設備

TT 若手 1 名につき１名

研究支援員（ポストドクター）による研究支援

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
メンター教員（主・副）
関連分野と分野外

メンターなど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・基準など
3 年目
中間評価の時期・方法・プロセス・基準など
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本機関テニュア職が持つべき資質・能力

テ
ニ
採ュ
ア
用職
へ
の

ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準など
（TT 若手からの申請の可否なども含む）

審査時期：5 年目（2014 年）
3 年目終了後 TT 若手から申請可
審査基準：学術論文 8 編以上
インパクトファクターの高い論文を含むこと
国際会議での発表
競争的資金の獲得
各分野における選考基準を満たすこと

用意している職位別のテニュアポスト数
原則として採用された分野の部局

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などを含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net
テニュア職採用後、本学の規定に基づく任期制

その他
特記事項
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表Ⅲ3-2-2 通算第２回目以降の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要〔詳細は参考４-2 参照〕

記載項目
小項目

大項目

（“有”の時
○を記入）

公募期間（月数又は日数）

○

研究分野別の公募人数

○

女性研究者 1 名以上、外国人研究者 1 名以上の採用を
目指す。
１次選考：書類審査
２次選考：プレゼンテーション及び面接等による審査

応募者の選考・審査などの方法・プロセスなど
テニュアトラック期間中の育成施策

ど外女
へ国性
の 研
配籍究
慮研者
究
者・
な
研
究
環
境

研
究
支
援

医学分野 １
工学分野 １

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

テ
ニ
職ュ
ア
務ト
・ラ
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の

（記載が無い項目は斜線を引いてください）
平成 22 年 10 月 18 日～12 月 20 日（64 日間）

博士学位を取得して 10 年以内
大学、研究機関、及び企業等で研究に従事
独創的な研究を推進することに意欲のある若手研究者
研究業績があり現在活発に研究を展開している者

応募資格

募集条件

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

改訂有無

（各種施策への参加義務の有無を含む）

本プログラム育成施策：若手研究者の育成・国際性涵養
のための取組

テニュアトラック期間中の所属組織

先端ライフサイエンス拠点

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

特命助教

テニュアトラック期間中の職務内容

採用時提出研究計画書に基づく研究活動
研究論文の公表
国際会議等での学術講演会での発表
競争的外部資金の応募・獲得
希望により大学院講義の一部を担当
ＴＴ実施委員会委員長が必要と認めた業務

（研究指導認定の可否、講義の義務などを含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件

本学規則の適用
裁量労働制
職務発生した発明等は、本学知的財産ポリシー及び本
学職務発明規則に従い知的財産権は本学所有

テニュアトラックの任期

2016 年 3 月 31 日

テニュアトラック期間中の給与・諸手当など

年棒制
健康保険、共済年金、雇用保険及び労働災害保険に
加入

女性研究者への支援体制・内容

男女共同参画推進室において、Ｗｅｂメンター制度、人
材バンク等の女性研究者の環境整備支援

ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業などに対する措置（任期延長など）

ライフイベントによる長期休業等に対する措置有り。

外国籍研究者への支援体制・内容

必要に応じて住居の確保

外国籍研究者が応募しやすい配慮

外国藉研究者の採用枠を設けている。

（英文公募要領の提示を除く）

スタートアップ資金

研究費 1,000 万円（初年度 300 万円、2 年度 700 万円）
設備備品費 1,000 万円

年間研究費

500 万円

研究スペース

60ｍ2

利用可能な共通研究機器・設備

本学の共通設備・機器の利用は可能

研究支援員（ポストドクター）による研究支援

TT 若手１名につき１名

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
メンター教員（主・副）
関連分野と分野外

メンターなどの配置とその選定方法
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年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準など
３年目

中間評価の時期・方法・プロセス・基準など
本機関テニュア職が持つべき資質・能力

テ
ニ
採ュ
ア
用職
へ
の

ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準など
（TT 若手からの申請の可否なども含む）

審査時期：5 年目（2014 年）
3 年目終了後 TT 若手から申請可
審査基準：学術論文 8 編以上
インパクトファクターの高い論文を含むこと
国際会議での発表
競争的資金の獲得
各分野における選考基準を満たすこと

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

原則として採用された分野の部局

（テニュア職としての職務内容などを含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net
テニュア職採用後、本学の規定に基づく任期制

その他
特記事項
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表Ⅲ-３-３

年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
応募者

採用

公募分野

年度
（平成）

医学
薬学
理学
22 年度

工学
和漢医薬学

小計
医学
23 年度

工学
小計
合

計

選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-2
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考

書類審査通過

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

30

25
（2）

5

11

9
（1）

47

面接審査通過

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

2

3

3

0

0

2

2

0

0

2
（1）

2

2

2
（1）

0

1

2

2
（1）

0

1

39
（4）

8

4

2

1

1

0

2

1

1

0

41

31
（2）

10
（1）

3

4

3

1

0

1

1

0

0

8

5
（1）

3

1

4

2

2

0

4

2

2

0

137

109

12

15

11
（1）

4

1

11

8
（1）

3

1

（10）

28
（2）

25

17
（3）

8
（1）

4

3

3

0

0

3

3

0

0

17

13
（1）

4

1

3

3
（1）

0

1

3

3
（1）

0

1

42

30
（4）

12
（1）

5

6

6
（1）

0

1

6

6
（1）

0

1

179

139

40
（3）

17

21

17
（2）

4

2

17

14
（2）

3

2

総
数

（14）

表Ⅲ-３-４-１

単位：人、（ ）内は女性の内数

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野など：医学）
選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

0
0
3

4
4
1

0
0
5

0
0
3

0
0
0

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野など：薬学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

0
0
3

4
4
1

0
0
5

29

国内
0
0
3

海外
0
0
0

表Ⅲ-３-４-3
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-4
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-5
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-6
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-7
選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野など：理学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部
0
0
3

関係部局
11
11
1

自機関外
その他
0
0
5

国内

海外

0
0
3

0
0
0

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野など：工学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部
0
0
3

関係部局
17
17
1

自機関外
その他
0
0
5

国内

海外

0
0
3

0
0
0

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野など：和漢医薬学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

1
1
3

6
6
1

0
0
5

国内

海外

0
0
3

0
0
0

TT 若手の選考・採用の体制（平成 23 年度：部局・研究分野など：医学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

0
0
3

4
4
1

0
0
5

国内

海外

0
0
3

0
0
0

TT 若手の選考・採用の体制（平成 23 年度：部局・研究分野など：工学）
選考の内容
（書類審査、面接審査な
ど）
書面審査
面接審査
総合的審査、採否決定

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部
0
0
3

関係部局
17
17
1

30

自機関外
その他
0
0
5

国内
0
0
3

海外
0
0
0

表Ⅲ-３-５

ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用人数

採用
年度

部局（分野）など

（平成）

単位：人

採用者の国籍・性別

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）

振興
調整
費で
採用

自主経
費で採
用

日本
国籍

外国籍

女性

1

0

1[100]

0

1

0

1[100]

1

0

1

海外ポスドク経験

自機関

0

経験者
総数
1[100]

直前経
験者数
１[100]

直前
職
0

学位
授与
0

0

1[100]

0

0

1[100]

0

1[100]

0

0

1[100]

0

0

0

0

1[100]

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1[100]

0

0

0

1[100]

１[100]

小計

4

1

4 [80]

1 [20]

1 [20]

2 [40]

1 [20]

2[40]

1[20]

先端ライフサイエンス

1

0

1[100]

0

0

1[100]

1[100]

0

0

1

0

1[100]

0

0

1[100]

0

0

0

2

0

2[100]

0

0

2[100]

1[50]

0

0

6

1

6[86]

1[14]

1[14]

4 [57]

2 [29]

2[29]

1 [14]

先端ライフサイエンス
拠点（医学）
先端ライフサイエンス
拠点（薬学）
先端ライフサイエンス
22 年度

拠点（理学）
先端ライフサイエンス
拠点（工学）
先端ライフサイエンス
拠点（和漢医薬学）

拠点（医学）
23 年度

先端ライフサイエンス
拠点（工学）

小計
合計

「４．TT 若手の研究環境整備，支援体制及び育成施策」に係る図表
表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績（自主的取組を含む）

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

左記論文以外による
発表・著書等 (件)

査読付き原著論文 (報)

口頭発表 （件）

２２年

２３年

２４年

２２年

23 年

２４年

２２年

２３年

２４年

度

度

度

度

度

度

度

度

度

ＴＴ若手：A

自主

6

7

3

10

5

3

0

2

2

TT 若手：B

調整

0

2

0

0

3

1

0

5

2

TT 若手：C

調整

3

0

1

0

0

0

1

0

0

TT 若手：D

調整

0

0

1

0

2

2

0

0

1

TT 若手：E

調整

0

1

1

1

5

0

0

11

4

TT 若手：F

調整

-

1

1

-

2

0

-

1

0

ＴＴ若手：G

調整

-

0

0

-

0

1

-

0

0

9

11

7

11

17

7

1

19

9

合計

31

TT 若手

ＴＴ若手：A

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

特許出願 (件)
（登録件数を括弧書きの

受賞 （件）

内数で記入）

顕著な学術的成果及び受賞例

２２年

２３年

２４年

２２年

２３年

２４年

度

度

度

度

度

度

自主

0

0

0

0

0

0

調整

0

2
（0）

0

0

1

0

・タンパク質と高分子を組み合わ
せたこれまでには見られなかった
機能性バイオマテリアル設計・研

TT 若手：B

究が認められ受賞
・出願した特許は、実用化を見据
えた出願であり、企業との実用化
に向けた連携が期待される。

TT 若手：C

調整

0

0

0

0

0

0

TT 若手：D

調整

0

0

0

0

0

0

調整

0

0

0

1

1

0

・生態学や進化生物学を、生物間
共生が与える影響という観点から

TT 若手：E

統合し、新たな光を投げかける重
要な研究成果を輩出してきたこと
が評価され、受賞となった。

TT 若手：F

調整

0

0

0

0

0

0

TT 若手：G

調整

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

合計

表Ⅲ-４-２

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士前期課程、修士課程など（いわゆる“M○号”）】
（自主的取組を含む）
単位：人
一般のテニュア職
TT 若手
T 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局など
33
3
71
0
0
2
医 学 薬 学 研 究 部 教員数
（医学）
研究指導認定済み教員数
2
0
0
0
0
0
17
2
20
0
0
1
医 学 薬 学 研 究 部 教員数
（薬学）
研究指導認定済み教員数
0
0
0
0
0
0
教員数
30
3
7
0
0
1
理工学研究部
（理学）
研究指導認定済み教員数
20
0
0
0
0
0
理工学研究部
教員数
33
11
12
0
0
2
（工学）
研究指導認定済み教員数
32
0
0
0
0
0
和漢医薬学総合研 教員数
7
0
8
0
0
1
究所研究部
研究指導認定済み教員数
3
0
0
0
0
0
表Ⅲ-４-３

TT 若手の職位別研究指導認定状況など
【博士後期課程、博士課程、後期３年博士課程など（いわゆる“D○号”）】

（自主的取組を含む）
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など
医 学 薬 学 研 究 部 教員数
（医学）
研究指導認定済み教員数

一般のテニュア職

単位：人

TT 若手

准教授

講師

助教

准教授

講師

助教

33
8

3
0

71
0

0
0

0
0

2
0

32

医学薬学研究部
（薬学）
理工学研究部
（理学）
理工学研究部
（工学）
和漢医薬学総合研
究所研究部

17
0
30
19
33
24
7
4

教員数
研究指導認定済み教員数
教員数
研究指導認定済み教員数
教員数
研究指導認定済み教員数
教員数
研究指導認定済み教員数

2
0
3
0
11
0
0
0

20
0
7
0
12
0
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
2
0
1
0

「５． TT 若手及び研究支援員(ポストドクターなど)のキャリアパス支援と人材流動性への配慮」に係る図
表
「６． 年次評価の体制、基準・方法、結果とその反映、及びメンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）
年次評価

書面審査、面接審
査、プレゼンテーショ
ン

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

3

5

0

0

0

「７． 中間評価及びテニュア審査の体制、基準・方法、メンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-7-1

TT 若手の中間評価の体制

評価の段階

評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第１次段階

書面審査

3

5

0

3

１

第２次段階

プレゼンテーション
面接審査

3

5

0

3

１

最終段階

総合的審査

3

5

0

3

1

表Ⅲ-7-2 TT 若手のテニュア審査の体制（予定）
審査の段階

審査の内容
（書類審査、
面接審査など）

審査委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

第１次審査

書面審査

3

5

0

3

1

第２次審査

プレゼンテーション
面接審査

3

5

0

3

1

最終審査

総合的審査

3

5

0

3

1
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「８． テニュアポストの準備状況」に係る図表
表Ⅲ-8-1

現時点でのテニュアポストの準備状況（自主的取組を含む）

実施期間中に採用を予定している TT 若手数（人） 【Ａ】
職位
振興調整費
自主経費
助教
6
1
講師
准教授
教授
実施期間終了時に用意する職位別テニュアポスト数 【Ｂ】
職位
自主経費
助教
講師
准教授
7
教授

テニュア率(％)
【Ｂの合計／Ａの合計】

100％

「10． 情報発信・アウトリーチ活動とその成果」に係る図表
表Ⅲ-10-1
年度

情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む）
イベント

広報活動

マスコミ報道

単位：件
その他

22 年度

1

2（2）

0

0

23 年度

8（5）

8（8）

5(4)

0

24 年度

5(2)

1(1)

1

１

（）内は、ＴＴ若手が情報発信・アウトリーチ活動を行った件数
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「Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価」に係る図表
「３． テニュアトラック制の導入による機関内外などへの期待される波及効果」に関わる図表
表Ⅳ−3−1 テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例
分類

狙いや期待した効果

制度改革の内容

効果や影響

・医、薬、理、工、和漢の分

・学長の下に先端ライフサイエン

・テニュアトラック制

野を超えた研究体制により
ライフサイエンスに関する
新しい特徴ある

ス拠点を設置した。

の全学的な普及・定着

・先端ライフサイエンス拠点にテ

国際研究拠点の創設

ニュアトラック制を導入した。
・先端ライフサイエンス拠点に異

制度設計の事例

なった研究基盤からライフサイ
エンスに関する研究に取り組ん
でいる研究者を集積することに
より、新しい学問分野の教育研
究体制ができた。
・従来の小講座制にとらわれ

・メンター制などの新たな人材育

ないテニュアトラック制に
人材育成システ
ムの改革事例人
材育成システム
の改革事例

よる人材育成

成システムを導入した。
・自立的環境を用意し、TT 若手の

・国際公募により、国内外か
ら、優秀な若手研究者を採
用

・最先端の研究の推進。
・新たな研究分野の創
出

自由な発想に基づく研究の推進

・共同研究の展開

を保障した。

・学会活動の展開

・キャリアアッププログラムを実

・新たな研究分野の創出
・共同研究の推進

施して、機関内に展開した。
・特許取得に係る知識を教授した。

・学会活動への積極的な取組

表Ⅳ−3−2 TT 若手の学会活動への貢献など
TT 若手

学界での顕著な活動事例

その根拠事実やデータなど

TT 若手 Ｂ

・日本バイオマテリアル学会の北陸ブロ

・日本バイオマテリアル学会北陸地

ック発足に向け、若手研究発表会の企

区若手研究発表会準備会・実行委員

画・運営を行った。

・北陸地区 4 大学連携「再生医療研

・北陸４大学再生医療研究推進グループ

究推進グループ」富山大学・代表

（福井大学・金沢大学・北陸先端科学技
術大学院大学・富山大学）を発足し、
24 年度北陸４大学連携支援の助成をい
ただき、研究連携を図る足掛かりを形成
させた。

TT 若手 Ｅ

・ポストゲノム研究基盤構築と日本におけ

・シンポジウムの様子や研究活動内

る研究者のコミュニティ形成を目指し、日

容については、日本アブラムシ研究

本アブラムシ研究会を設立。上記目的の

会ニュースレター

ため、年 1 回の研究集会（オーガナイザー

https://sites.google.com/site/jsabw
eb/newsletter にて報告

も担当）、年 2 回のニュースレターを発行。
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・学術雑誌の査読

・Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences（インパクトファクター
5.064）で、査読者

表Ⅳ−3−3 TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果
TT 若手

共同研究相手
国・所属機関
(可能なら氏名)

TT 若手 A

・USA・Dora Carrico-

・Design and synthesis of

・A number of coumarin derivatives synthesized by

Moniz (Wellesley

angelmarin analogues as

Dr. Dora’s group were evaluated in Awale’s lab for

College, Wellesley,

anticancer agents.

their anti-pancreatic cancer activity. This

国際共同研究の事例

その期待される成果と影響

collaboration led the discovery of a novel

MA 02481, USA)

geranylgeranylated hydroxycoumarin-based
compound as a powerful new lead structure for the
development of novel anti-austerity agents. Results
have been communicated in the journal Bioorg. Med.
Chem. Lett., 2011, 21, 5770-5773.
・Thailand・Sirivan

・Screening of Nepali Medicinal

・Identification of important medicinal plants for the

Athikomkulchai

Plants for Their Preferential

future drug discovery from Nepal is expected.

(Srinakharinwirot

Cytotoxic Activities against

University, Thailand)

Human Pancreatic Cancer Cell
Lines

・Vietnam ・Mai

・Screening of Vietnamese

・Identification of important medicinal plants for the

Thanh Thi Nguyen

Medicinal Plants for Their

future drug discovery from Vietnam is expected.

(University of Science

Preferential Cytotoxic Activities

- Ho Chi Minh City)

against Human Pancreatic
Cancer Cell Lines

TT 若手Ｃ

・イギリス・

本プロジェクトで渡り鳥の地

ラジカルペア機構における反応の詳細な知見の

University of Oxford

磁気センシングシステムを模

確立、微弱磁場（変化）のセンシング、微弱磁

Department of

倣したモデル化合物の構築、

場を利用できる材料の提案が期待できる。

Chemistry,

評価を目指している。共同研
究先の研究室は、微弱磁場存
在下のラジカルペアの寿命を
測定できる装置を所有してお
り、その実績がある。本プロ
ジェクトで、設計、合成した
新規化合物を相手方の特殊な
装置を用いて、評価する。

TT 若手Ｅ

・ベルギー・

・バナナの大害虫Pentalonia

・平成 24 年 6 月 7 日〜24 日にかけて、先方の

Université de Liége,

nigronervosa の内部共生細菌

研究員を富山大学に受入れた。共同研究の他、

Prof. Jijakli, Prof.

の検出、ならびにBanana

セミナーも開催し、国際的研究拠点の形成に寄

FRANCIS, Ms. De

Bunchy Top Virusの伝搬効率

与している。

Clerck.

に及ぼす影響の解析
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・フランス・

・アブラムシ共生細菌が、宿

・微小な共生微生物による、宿主昆虫の被食−補

INRA/Agrocampus

主の補食−被食関係、および寄

食関係や植物利用効率といったマクロな性質へ

Ouest, Dr. Simon, Dr.

主植物との関係に及ぼす影響

の影響、さらにはその分子機構の解明が期待で

Outreman , Dr. Sugio,

の解析

きる。

米国・ノースウェス

ポリグルタミン病原因蛋白質

ポリグルタミン病の治療が可能

タン大・Andreas

のプロテアソームによる除去

Matouschek 教授

を誘導するアダプター蛋白質

Ms. Polin

TT 若手Ｆ

の開発

表Ⅳ−3−4 TT 若手の産業界への貢献とその効果の代表例

TT 若手

TT 若手Ｂ

産学連携相手
（明記できな
いときには分
野のみ記入）
・日産化学

共同研究の概要と期待する成果

連携の工夫と波及効果

・日産化学の有する表面改質技術のバイ

・共同研究は現在も進行中であり、成

オマテリアル開発への応用を模索

果が出つつある状況にある。詳細は、

培養基材としての商品化の可能性があ

秘密保持契約上記載はできない。

る。
細胞生物学や分子生物学の研究用基材
市場への参入が期待できる
・旭化成 EMS

・旭化成 EMS の保有するポリマー薄膜

・24 年度より共同研究を開始したば

表面の微細加工技術を応用して、細胞制

かりで、現在のところ商品化等を模索

御材料の開発に関して共同研究を行っ

中

ている。
・リッチェル

・リッチェルの保有する微細構造プリン

・23 年度末より連携を開始し、現在、

ティング技術により作製した微細表面

微細表面加工基材の有用性を示す結

加工基材による幹細胞分化挙動の評価、 果が得られつつある状況にある。本成
および、基材の有用性・応用性の模索

果を受け、リッチェルは本基材の商品
化を模索中である。

TT 若手Ｅ

農業分野

共生機能を利用した新手法により、新規

複数のセミナーにて招待講演を行い、

害虫防除法や病虫害診断法を開発する。 新規害虫防除法について解説した。
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【参考資料】
参考１ ミッションステートメント

（１）人材養成システム改革構想の概要
本学では、H18 年度に自然科学系の大学院組織を、医学薬学研究部、医学薬学
教育部、理工学研究部、理工学教育部、生命融合科学教育部、という分野融合の
組織とした。
しかし、現行の小講座単位の教員採用では、従前の研究領域に縛られ、新たな
領域に果敢に踏み込んでいきにくい環境である。
今回の人材養成システム改革では、学長直属のテニュアトラック推進特区を設
け、学際的な分野に果敢に挑戦する意欲のある若手教員を採用し、小講座単位に
縛られることなく、医薬理工融合の「先端ライフサイエンス拠点」の教員の支援・
指導の下、自立的な教育研究能力の向上、研究推進能力の向上、学際領域の研究
の推進をはかる。任期終了後のテニュア審査で高い評価を得た者は、本学教員と
して採用する。
このことによって、従前のシステムでは育成が困難であった、自由な発想で学
際領域に果敢に挑戦する時代を担う若き研究リーダを育成することが可能となる。
また、このシステムを本学の他の重点研究拠点に拡充する事によって、テニュ
アトラック制度の定着を目指す。
（２）３年目終了時における具体的な目標
・初年度に、学長直属の「先端ライフサイエンス拠点」をテニュアトラック推
進特区として設ける。
・初年度に５名、２年度目に２名を、国際公募により募集し、厳格な審査の上
採用する。
・テニュアトラック実施委員会が、特任助教の研究環境を整備する。
・雇用した任期付き特任助教について、毎年度の評価とともに、３年経過後に
は中間評価を行い、評価に基づいた指導を行う。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
・先端ライフサイエンスに関わる、世界トップレベルの研究能力を有する人材
を育成する。
・初年度に採用された５名の特任助教のテニュア審査を行う。
（４）実施期間終了後の取組
・テニュア審査で高い評価を受けた特任助教を本学の准教授として雇用する。
・テニュア審査の結果、雇用されなかった者については、特任助教の任期を１
年間継続・延長するとともに、他研究機関および産業界への応募を支援する。
・本学の人材養成システムを、他の重点研究拠点に拡充し、意欲のある若手の
任期付き特任助教の確保に努める。
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・特任助教から採用された准教授については、大学運営等の負担の軽減等、先
端研究に取り組む環境を保証する。
（５）期待される波及効果
・本プログラムの実施により期待される波及効果としては、次のことがあげられ
る。
① 新領域の開拓
採用した特任助教の自由な発想の研究が保証されること、活発な先端研究
に取り組んでいる重点研究拠点の教員の指導を受けること、また、国内外の
研究者との交流の機会が多く与えられることから、国際的に競争力のある若
手研究リーダが育成され、学際的な新領域の分野の開拓が期待される。
② 人事制度改革
独立した特任助教を採用することにより、従来型の「たこつぼ」的研究者
養成とはことなり、縦割りの人事に縛られない機動的な人事の活性化に繋が
る。
③ 外国人の登用による国際化
国際公募により海外の若手研究者を採用することができる。このテニュア
トック制度を学内に拡充することにより、優れた研究能力を有する外国人研
究者が増えることになり、教育研究の国際化を図ることができる。
④ 若手研究者の環境改善
拠点シンポジウムを設け、定期的に国内外の研究者の講演や討論会を実施
することにより、若手研究者がアカデミックな環境に身を置くことができ、
科学的センスを磨くことが可能となる。また、人脈形成も期待できる。
⑤ 地方の中規模大学におけるモデル
地域の特色を活かした重点研究拠点をテニュアトラック特区に設定し、世
界の研究をリードできる若手研究者の育成をはかり、これを次々と全学に拡
充していく方策は、地方に位置する中規模大学の若手人材育成のモデルとな
り得る。
⑥ 地場産業の活性化
ライフサイエンスに関する先端研究を推進するとともに、製薬メーカーな
どとの連携を通して、「くすりの富山」の発展に貢献する。
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参考２ 採択時コメント

コメント
本提案は、機関が推進する医薬理工融合の重点研究拠点「先端ライフサイエ
ンス拠点」を機関の長直属のテニュアトラック推進特区に指定し、既成概念に
とらわれない柔軟な発想力と国際競争力を併せ持ち、独創的研究を遂行できる
若手研究者の育成を目指すものである。具体的な取組として、競争的資金獲得
支援、産学連携のスキル及び研究者倫理教育プログラムを掲げ、その内容は高
く評価できる。また、地方都市に立地する機関の特色に根ざした育成目標を設
定するとともに、外国人研究者、女性研究者の採用目標を明確化するなど、人
材の多様化に向けた積極性が認められる。
今後、実施期間後半や自主取組においても、テニュアトラック若手研究者を
採用することや、国際公募に当たってテニュアトラック准教授も募集対象とす
ることが望まれる。さらに、テニュアトラック若手研究者の国際公募にテニュ
ア審査の基準・手順等を示すこと、テニュアトラック制導入の方法・効果に関
する評価等を行い、機関全体への展開と定着に向けた具体的な計画を立案する
ことが必要である。
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参考３ 「中期目標・中期計画」などにおける“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（人事システム改革など）”などに関連する記載状況
富山大学機能強化プラン－CHALLENGE2014－
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参考４-1 平成 22 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文及び英文）

富山大学 テニュアトラック教員 公募要項【2010年度版】
国立大学法人富山大学では，文部科学省所管の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」（2010～2014年度）の採択を受けて，「富山発先端ライフサイエン
ス若手育成拠点」プログラム（http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/）の特命助教（テニュ
アトラック教員）5名を下記のとおり公募します。
【プログラムの概要】
本プログラムでは，新たな国際的研究拠点の核となる若手研究リーダを育成することを目
的として，学長の下にテニュアトラック推進特区に指定する「先端ライフサイエンス拠点」
を設置し，新領域を開拓するフロンティア・スピリットを持つ意欲ある若手研究者を採用し，
医学，薬学，理学，工学系の教員の協力の下，世界最先端の研究を推進していただきます。
任期は2015年3月31日までで，採用に当たっては，本プログラム全体計画（2011年度に別途
2名公募予定）の中で女性研究者1名以上，外国人研究者1名以上の採用を目指しています。3
年目（2012年度）の中間評価と5年目（2014年度）の厳格な最終審査で適格と認められたテニ
ュアトラック教員は，富山大学の専任の准教授（採用時に特段の業績により特命准教授とし
て採用された場合は専任の教授）として採用されます。
女性研究者及び外国人研究者の積極的な応募を歓迎します。
１．募集職種・人員
テニュアトラック教員（原則として特命助教。経歴，業績によっては特命准教授）5名
２．募集分野
○ 医学分野における先端ライフサイエンス 1名
○ 薬学分野における物理化学を基盤とし創薬を指向したライフサイエンス 1名
○ 理学分野における生理・生化学を基盤とした先端的ライフサイエンス 1名
（キーワード：無脊椎動物・下等脊椎動物，モデル動物，進化発生学，形態形成学，比較
行動薬理学，比較内分泌学）
○ ものづくり・工学を指向したライフサイエンス 1名
(分野例：生体組織工学，医用材料工学，生体適合材料工学，ケミカルバイオロジー，脳
神経工学，細胞工学，遺伝子工学，バイオチップ，バイオセンサ，ブレイン-マシンインタ
ーフェイス，ニューラルネットワーク，人間工学，感性工学など)
○ 和漢薬を基盤とした病態制御研究又は臨床科学研究に関するライフサイエンス 1名
３．応募資格
(1) 原則として，博士の学位取得後10年以内で，大学，研究機関，企業等で研究に従事
し，上記の研究分野で独創的かつ革新的な研究を推進する強い意欲を持つ若手研究者。
(2) 募集分野で，研究業績が顕著で現在活発に研究を展開している者
４．採用予定日
2011年1月1日から3月31日までで着任希望日のできるだけ早い日
なお、着任が2011年4月以降にならざるを得ない場合には、協議によってそれを認める
場合があります。
５．雇用条件等
1) 給与
本学規定の年俸制に基づき本人の経歴等を勘案の上，決定（500万円～700万円程度）
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して，年俸の12分の1を毎月支給します。ただし，年度途中の採用・退職の場合は，在
職期間中の月額を支給します。
保険については，健康保険（共済組合），共済年金，雇用保険及び労働災害保険に
加入します。
2) 任期
2015年3月31日まで
3) 研究評価・テニュア教員への採用
任期終了時に学外者や外国人を含む評価委員会で評価（最終審査）を行い，優れた
業績をあげるなど所定の審査を通過した場合，テニュアトラック教員（特命助教）は，
専任の准教授に採用されます。採用時に特段の業績によりテニュアトラック教員（特命
准教授）として採用された場合は，専任の教授に採用されます。
また，格段に優れた業績をあげたテニュアトラック教員（特命助教）については，
任期の3年目終了以降，所定の審査を通過した場合，専任の准教授に採用されます。
テニュア後の所属については，原則として，医学分野で採用された者は大学院医学
薬学研究部（医学）に，薬学分野で採用された者は大学院医学薬学研究部（薬学）に，
理学分野で採用された者は大学院理工学研究部（理学）に，工学分野で採用された者
は大学院理工学研究部（工学）に，和漢医薬学分野で採用された者は和漢医薬学総合
研究所に，それぞれ採用されます。
なお，大学院医学薬学研究部及び和漢医薬学総合研究所は全教員に対して任期制を
採用しています。テニュアトラック教員から専任の教員へ採用された場合も，本学の
規定に基づく任期を定めて採用されますことを申し添えます。
テニュア採用時の審査基準・手順等は別紙のとおりです。
4) 研究費
スタートアップ資金として，初年度に300万円，2年度目に700万円，スタートアップ
設備備品購入経費として1,000万円，研究費として，年度毎に500万円をそれぞれ上限
として支給します。
5) 研究体制
テニュアトラック教員は，各々が自立して研究を行うことが出来ます。研究スペ
ースも確保します（1人当たり60m２を予定しています）。
メンター教員（主・副）と研究補助者を配置します。
6) 主な職務
(1)採用時に提出した研究計画書に基づく研究活動
(2)研究論文の公表
(3)国際会議を含む学術講演会での発表
(4)競争的外部資金の積極的な応募・獲得
(5)希望により研究分野に関連する大学院授業の一部を担当することができる。
(6)その他，本学のテニュアトラック実施委員会委員長が必要と認めた業務
7) 勤務条件及び生活支援
(1)海外在住の応募者については，必要に応じて住居の確保を斡旋します。
(2)女性研究者に関しては，男女共同参画推進室において，Webメンター制度や富山大
学人材バンクなどを設け女性研究者の環境整備，支援を行っています。詳細を知り
たい方は、富山大学HPから「男女共同参画」にアクセスしてください。
なお、ライフイベントに遭遇し長期間休業せざるを得ない場合、大学院の授業に関
して非常勤講師を手当します。
(3)就業に関しては，富山大学の規則が適用されます。なお，本学では，テニュアトラ
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ック教員に対しても裁量労働制が適用されます。
(4)職務で発生した発明等については，国立大学法人富山大学知的財産ポリシー及び国
立大学法人富山大学職務発明規則に従って知的財産権は本学所有になります。
６．提出書類
次のURLから入手し，必要事項を記入してください
◯日本語
Word書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.doc
PDF 書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.pdf
◯英語
Word書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.doc
PDF 書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.pdf
(1) 履歴書（高等学校卒業以降の学歴，職歴） [様式1]
(2) 研究業績リスト（学術研究論文，著書，総説，特許，受賞歴，招待講演及び外部資
金獲得状況に分類して記載） [様式2]
なお特許は出願中のものも含みます。また，可能なら，学術論文について掲載学術
誌の impact factor を付記してください。
(3) これまでの研究概要（図を含め，10.5ポイントの文字でA4判用紙２枚以内 ） [様式3]
(4) 本学における研究計画（図を含め，10.5ポイントの文字でA4判用紙２枚以内 ） [様式4]
(5) 主要な学術研究論文の別刷10編以内
(6) 2名の推薦状又は応募者について照会できる2名の方の所属・氏名と連絡先
７．応募期限
2010年10月25日（月）必着
８．書類提出先
富山大学テニュアトラック教員選考・評価委員会
e-mail： tenure@adm.u-toyama.ac.jp
応募書類 (1)～(6)の書類を一つのPDFファイルにまとめ，電子メールに添付して上記の
アドレス宛にお送りください（本学のサーバーの制限が10ＭＢ以下のため，10ＭＢ以上
の場合は分割して送付してください）。その際，件名を「教員応募（ライフサイエンス・
○○○分野）」と分野を明記してください。提出書類は日本語又は英語で作成してくだ
さい。提出書類の個人情報については，教員選考の目的以外には使用しません。
９．選考方法
書類による一次選考と一次選考で選出された方に対するプレゼンテーション，面接等に
よる二次選考の2段階審査を行います。
プレゼンテーション・面接等の詳細については，11月中旬頃に通知する予定です。
10．問合せ先
富山大学大学院医学薬学研究部 教授 二階堂敏雄
TEL
：076-434-7210
e-mail：tnikaido@med.u-toyama.ac.jp
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（別紙）
テニュア教員採用審査基準
１ 特命助教在任中の学術論文（国際誌）を目安として 8 編以上（特命准教授にあっては在任中
の学術論文を 10 編以上）有すること。
このうち，corresponding author 又は first author の論文を 3 編以上（特命准教授にあっ
ては 5 編以上）含むこと。
２ 上記論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３ テニュアトラック教員在任中に国際会議での発表があること。
４ テニュアトラック教員在任中に学外の競争的資金（研究費）を確保していること。
５ 各分野における専任の准教授あるいは教授の選考基準を満たすこと。
上記の基準，採用以前の業績，今後の研究計画に加え，人格，指導能力及び学会における活動
等を総合して評価する。
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様式１

富山大学テニュアトラック教員申請書
研究分野
審査希望

キーワード
写真画像挿入欄

分野，キーワード
氏

申請時より３ヶ月以内

名

に撮影した上半身のカ

ローマ字（姓，名）

ラー写真画像を挿入す

生 年 月 日

年

月

日生（2010 年 12 月 1 日現在

国 籍

性

歳） ること。

別

E-mail アドレス
現 住 所

(〒

-

)

Phone
Fax.

現 職

所在地：(〒

連絡先

-

)

機関名（大学院名）:

Phone

所属部署（学科名）
：

Fax.

（
(〒

）現住所，
（ ）その他（下記に宛先を記入）
-

)

Phone
Fax.

学歴（高等学校卒
業以降）

職歴（又は研究歴）

学 位

取得年月（学位名）

博士学位論文の題目
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取得大学名

様式２

業績リスト（必要に応じて頁を追加してください）
(1) 学術論文（査読付きの専門誌掲載論文）

(2) 著書（共著者を明記）
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(3) 総説・解説（査読の有無を明記）

(4) 特許（申請中と取得済みを分け共願者を明記）

(5) 受賞（共同受賞者を明記）

(6) 招待講演（国内と国外を分ける）

(7) 研究費獲得状況（代表者を明記）

(8) その他特記事項
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様式３

これまでの研究概要（２ページ以内）

様式４

テニュアトラック教員在任中における研究計画（２ページ以内）
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University of TOYAMA
Open Recruitment Guidelines for Tenure-track Faculty Positions
in JFY2010
The University of Toyama, Japan, invites applications for five tenure-track faculty positions as
a Specially Appointed Assistant Professor for the “Toyama Support Center for Young Principal
Investigators in Advanced Life Sciences” program, the program is supported by the Specially
Coordination Funds for Promoting Science and Technology (FY 2010 to 2015) of the Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
This program aims to cultivate young researchers who will assist the University of Toyama in
its goal of becoming a new international research base in advanced life sciences. We
welcome highly motivated researchers eager to participate in leading-edge research in
cooperation with mentors in the fields of medicine, pharmaceutical science, basic science,
and engineering. Non-Japanese and female researchers are strongly encouraged to apply.
The initial term of appointment expires March 31, 2016. Faculty members whose record of
research and performance during this term (interim evaluation during year 3; final evaluation
during the final year) is deemed superior will be screened, and successful candidates will be
offered tenured positions. Additional limited recruitment in FY 2011 is planned.
1. Position / Number of position open
Number of position open is five in total.
The successful candidate will be appointed as a Specially Appointed Assistant Professor.
*Specially Appointed Associate Professor is possible depending on applicant’s
qualifications and experiences.
2. Field
One faculty member will be employed each of the following fields:
 Advanced life-science of medicine
 Life sciences for drug discovery and delivery based on physical chemistry in
pharmaceutical field
 Advanced life-science based on physiology and biochemistry in biological field
 (Keywords: Invertebrates, Lower Vertebrates, Animal Models,
Evolutionary Developmental Biology, Morphogenesis, Comparative
Behavioral Pharmacology, Comparative Endocrinology)
 Life sciences aiming the future application in the field of engineering and
technology
 （ Desired research fields: Tissue Engineering and Regenerative
Medicine, Biomedical Materials, Biocompatible Materials Engineering,
Chemical Biology, Brain and Neural Engineering, Cell Engineering,
Genetic Engineering, Biochips, Biosensors, Brain-Machine Interface,
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Neural Network, Ergonomics, Emotional Information Processing
Engineering, etc.）
 Life sciences in bioscience or clinical science field based on Wakan-yaku
(Natural Medicine)
3. Qualifications
1) Applicants must hold an earned Ph.D. conferred within the previous 10 years (in
principle) and must be currently engaged in research at a university, research institute
or private company. Applicants should be strongly motivated to conduct creative,
innovative research in one of the above-mentioned fields.
2) Applicants must have a record of outstanding research and academic achievement,
and be actively engaged in research relevant to the position for which they apply.
4. Starting Date
Between January 1st and March 31st, 2011. (January start is desirable)
Candidates unable to begin during this period may be given special consideration in
exceptional circumstances.
5. Employment Status
1) Salary
Salary will be determined according to the provision of annual salary system of
University of Toyama, (approximately 5 million to 7 million yen/year) One-twelfth of
the annual salary will be paid each month. In the event of mid-year appointment or
retirement, salary for the term of service rendered during that year will be paid by the
month at a rate of one-twelfth of stated annual salary. All university employees are
obliged to enroll in a social insurance scheme which includes medical insurance,
pension insurance, unemployment insurance, and workman's compensation
insurance. The cost of insurance will be shared by the University of Toyama and the
employee in accordance with relevant Japanese laws.
2) Term of appointment ends March 31, 2016 in the event tenure is not offered.
3) Transition to Tenure
Please refer to “Selection Criteria for Tenure” for selection criteria and procedures.
(attached)
A committee comprised of faculty from outside the university will conduct a final
assessment of performance and research for the transition to tenured status at the
end of the Specially Appointed Assistant Professor 's term of service.
Only tenure-track faculty members who successfully complete the screening process
will be offered tenure. In the event that the offer of tenure is made and accepted, a
Specially Appointed Assistant Professor will be re-appointed as a tenured associate
professor, and a Specially Appointed Associate Professor will be re-appointed as a
tenured full professor.
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For the Specially Appointed Assistant Professor who has made significantly excellent
achievement in the first three years, we may conduct special evaluation for the
transition to tenured status before completion of your five years term if the evaluation
committee decides it is necessary.
In principle, successful tenure-track faculty members will be re-appointed to the
faculty of the relevant graduate school or institute below;
 Medical Field: The Graduate School of Medicine and Pharmaceutical
Sciences for Research (Medicine)
 Pharmaceutical Field: The Graduate School of Medicine and
Pharmaceutical Sciences for Research (Pharmaceutical Sciences)
 Science Field: The Graduate School of Science and Engineering for
Research (Science)
 Engineering and Technology Field: The Graduate School of Science
and Engineering for Research (Engineering)
 Natural Medicine Field: Institute of Natural Medicine
The Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Research and
the Institute of Natural Medicine are adopting a fixed-term system of employment.
Please note that this fixed-term system applies to all newly hired faculty members,
including faculty employed under the “Toyama Support Center for Young Principal
Investigators in Advanced Life Sciences” program.
4) Research funds
 Start-up research funds will be provided as follows:
For the first year: maximum 3 million-yen
For the second year: maximum 7 million-yen
 Start-up equipment funds will be provided as follows:
Only for the first year: maximum 10 million-yen
 Annual research budget: maximum 5 million-yen.

5) Research Environment
The successful applicant will be able to conduct research independently. The
university will provide a laboratory (60 ㎡/person as a plan), mentors (main and sub),
and one research assistant.
6) Duties
(1) Research activities should be based on the “Research plan at the University of
Toyama as a Specially Appointed Assistant Professor (Application Form 4)”
submitted in your application documents.
(2) Publish original research
(3) Present at academic conferences, including international conferences.
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(4) Actively engage in acquiring external research funds.
(5) Offer lectures to graduate students in relevant fields (at your request)
(6) Other duties that the head of tenure-track practice committee deems necessary
7) Other conditions
(1) The university offers assistance in securing accommodation.
(2) Female researchers are eligible to receive various support, through a
gender-equality promotion committee. Please refer to the following website for
further information.
http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/gender_equal/index.html (Japanese only)
(3) Working regulations of University of Toyama will pertain. Please note that the
University of Toyama is adopting a discretionary labor system which applies to
tenure-track faculty.
(4) Any and all inventions or processes developed by faculty members at the
University of Toyama within the scope of their employment are the property of
the university according to the following rules:
 The policy for intellectual property of the University of Toyama
 The regulations for employee's invention of the University of Toyama
6. Required Documents for application
Forms are available from our website:
 Japanese
Word: http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.doc
PDF: http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.pdf
 English
Word: http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.doc
PDF : http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.pdf
1） Curriculum vitae [Academic background (from High-school) / Employment history]
[Form 1]
2） List of achievements [classified into original paper, chapter, book, review, patent
(include patent pending), award received, invited lecture, and external research
funds/grants obtained] Provide a citation index for academic journal articles and
papers, if possible. [Form 2]
3） Outline of Past Research [Form 3]
(Maximum two A4-size pages, including figures / 10.5 point font size)

4） Research plan at University of Toyama as a Specially Appointed Assistant Professor
[Form 4]
(Maximum two A4-size pages, including figures / 10.5 point font size)

5） Reprints of original papers (maximum ten papers)
6） Two letters of recommendation or contact information of two persons who can be
referees of the applicant
The contact information should include name, faculty rank or position, affiliated
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university, institute or company, and e-mail address.
7. Deadline for application
Documents must arrive no later than October 25th 2010 (Mon)
8. Submission of application documents
Selection and evaluation committee for Tenure-track faculty members
University of Toyama
e-mail： tenure@adm.u-toyama.ac.jp
Convert all of the above application documents 1) to 6) into one PDF file to sized
under 10MB, and submit by e-mail to the above e-mail address.
The title of E-mail should be “Application documents for Tenure-track (Life
science/Field: XXXXX)” (XXXXX should be the field to apply)
All documents should be written in English or Japanese.
Personal information provided in your documents will be used only for selection
purposes and will not be disclosed to any third party. All documents submitted by
unsuccessful candidates' will be destroyed at the close of the evaluation process.
9. Selection process
 Initial screening of applicant's materials.
 Interview and presentation by applicants who passed the initial screening
Details of the second step in the process will be made available to successful
applicants in mid-November.
10. Contact information
Address queries to:
Professor Toshio NIKAIDO
Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Research
University of Toyama
TEL ：+81(Japan)-(76)-434-7210
e-mail：tnikaido@med.u-toyama.ac.jp
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(Attachment)

Selection Criteria for Tenure
(1) For Specially Appointed Assistant Professor:
In principle, eight or more original papers published in international journals
during your term including three papers as either first or corresponding author.
For Specially Appointed Associate Professor:
In principle, ten or more original papers published in international journals
during your term including five papers as either first or corresponding author.
(2) Original papers of particular significance should be included in the papers
mentioned in (1).
(3) Presentations at major international conferences.
(4) Research funds or grants from outside the University of Toyama.
(5) Meet the applicable promotion criteria for associate professor or professor in the
relevant field.
Comprehensive evaluation of Tenure-track faculty members will be conducted according to
the above criteria as well as achievements before appointment, future research plans,
personal qualities, leadership ability, and academic society activities.

58

[Form 1]

Application form for
Specially Appointed Assistant Professor at The University of Toyama
Entry Field

Research Field

Keyword
Photo

Keyword

The photo should Covers

Name
Name in English

your upper half of body

Family

Given

and

(Family/Given)

be

taken

within

3-month prior to the time of

Date of Birth

date

（

month

year

application.

year-old, as of Dec 1, 2010）

Nationality

Sex

E-mail address
Present address

(Postal code

)

Phone
Fax

Present post

Address:

(Postal code

Name of Affiliation (Graduate School):

Phone
Fax

Faculty(Department):
Contact information

Please tick applicable of the following:

(

) Present address / (

(Postal code

)

) Other (Fill the contact address below)
Phone
Fax

Academic
background
(From high-school)

Employment history
(Research history)

Academic Completion Date
Type of the Degree
degree

Title of the Thesis
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Name of
University

)

[Form 2]

List of achievements (Please add page if necessary)
(9) Original papers (published in peer reviewed journals)

(10) Books (Specify the name of coauthor)
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(11) Review and Comment

(12) Patent (Classify into Patented and Patent-pending / Specify the name of joint patent holder or
joint patent applicant)

(13) Award received

(Specify the co-awardees)

(14) Invited lectures (Classify into Japan and others)

(15) Acquisition of external research funds (Specify the name of the source)

(16) Other comments
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[Form 3]

Outline of Past Research (Maximum two pages / Text size 10.5 point)

[Form 4]

Research plan at University of Toyama as a Specially Appointed Professor
(Maximum two pages / Text size 10.5 point)
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(２回目以降の公募要領は申請書類と英文版は特に大きな変更がない限り省略すること)
参考４-２平成 23 年度第 1 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文）

富山大学 テニュアトラック教員 公募要項【2011年度版】
国立大学法人富山大学では，文部科学省所管の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」（2010～2014年度）の採択を受けて，「富山発先端ライフサイエン
ス若手育成拠点」プログラム（http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/）の第Ⅱ期特命助教（テ
ニュアトラック教員）2名を下記のとおり公募します。
【プログラムの概要】
本プログラムでは，新たな国際的研究拠点の核となる若手研究リーダを育成することを目
的として，学長の下にテニュアトラック推進特区に指定する「先端ライフサイエンス拠点」
を設置し，新領域を開拓するフロンティア・スピリットを持つ意欲ある若手研究者を採用し，
医学，薬学，理学，工学系の教員の協力の下，世界最先端の研究を推進していただきます。
任期は2016年3月31日までで，採用に当たっては，本プログラム全体計画の中で女性研究者
1名以上，外国人研究者1名以上の採用を目指しています。3年目（2013年度）の中間評価と5
年目（2015年度）の厳格な最終審査で適格と認められたテニュアトラック教員は，富山大学
の専任の准教授（採用時に特段の業績により特命准教授として採用された場合は専任の教授）
として採用されます。
女性研究者及び外国人研究者の積極的な応募を歓迎します。
１．募集職種・人員
テニュアトラック教員（原則として特命助教。経歴，業績によっては特命准教授）2名
２．募集分野
○ 医学分野における先端ライフサイエンス 1名
○ ものづくり・工学を指向したライフサイエンス 1名
(分野例：生体組織工学，医用材料工学，生体適合材料工学，ケミカルバイオロジー，脳
神経工学，細胞工学，遺伝子工学，バイオチップ，バイオセンサ，ブレイン-マシンインタ
ーフェイス，ニューラルネットワーク，人間工学，感性工学など)
３．応募資格
(1) 原則として，博士の学位取得後10年以内で，大学，研究機関，企業等で研究に従事
し，上記の研究分野で独創的かつ革新的な研究を推進する強い意欲を持つ若手研究者。
(2) 募集分野で，研究業績が顕著で現在活発に研究を展開している者
４．採用予定日
2011年4月1日
５．雇用条件等
1) 給与
本学規定の年俸制に基づき本人の経歴等を勘案の上，決定（500万円～700万円程度）
して，年俸の12分の1を毎月支給します。ただし，年度途中の採用・退職の場合は，在
職期間中の月額を支給します。
保険については，健康保険（共済組合），共済年金，雇用保険及び労働災害保険に
加入します。
2) 任期
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2016年3月31日まで
3) 研究評価・テニュア教員への採用
任期終了時に学外者や外国人を含む評価委員会で評価（最終審査）を行い，優れた
業績をあげるなど所定の審査を通過した場合，テニュアトラック教員（特命助教）は，
専任の准教授に採用されます。採用時に特段の業績によりテニュアトラック教員（特命
准教授）として採用された場合は，専任の教授に採用されます。
また，格段に優れた業績をあげたテニュアトラック教員（特命助教）については，
任期の3年目終了以降，所定の審査を通過した場合，専任の准教授に採用されます。
テニュア後の所属については，原則として，医学分野で採用された者は大学院医学
薬学研究部（医学）に，工学分野で採用された者は大学院理工学研究部（工学）に，
それぞれ採用されます。
なお，大学院医学薬学研究部は全教員に対して任期制を採用しています。テニュア
トラック教員から専任の教員へ採用された場合も，本学の規定に基づく任期を定めて
採用されますことを申し添えます。
テニュア採用時の審査基準・手順等は別紙のとおりです。
4) 研究費
スタートアップ資金として，初年度に300万円，2年度目に700万円，スタートアップ
設備備品購入経費として1,000万円，研究費として，年度毎に500万円をそれぞれ上限
として支給します。
5) 研究体制
テニュアトラック教員は，各々が自立して研究を行うことが出来ます。研究スペ
ースも確保します（1人当たり60m２を予定しています）。
メンター教員（主・副）と研究補助者を配置します。
6) 主な職務
(1)採用時に提出した研究計画書に基づく研究活動
(2)研究論文の公表
(3)国際会議を含む学術講演会での発表
(4)競争的外部資金の積極的な応募・獲得
(5)希望により研究分野に関連する大学院授業の一部を担当することができる。
(6)その他，本学のテニュアトラック実施委員会委員長が必要と認めた業務
7) 勤務条件及び生活支援
(1)海外在住の応募者については，必要に応じて住居の確保を斡旋します。
(2)女性研究者に関しては，男女共同参画推進室において，Webメンター制度や富山大
学人材バンクなどを設け女性研究者の環境整備，支援を行っています。詳細を知り
たい方は、富山大学HPから「男女共同参画」にアクセスしてください。
なお、ライフイベントに遭遇し長期間休業せざるを得ない場合、大学院の授業に関
して非常勤講師を手当します。
(3)就業に関しては，富山大学の規則が適用されます。なお，本学では，テニュアトラ
ック教員に対しても裁量労働制が適用されます。
(4)職務で発生した発明等については，国立大学法人富山大学知的財産ポリシー及び国
立大学法人富山大学職務発明規則に従って知的財産権は本学所有になります。
６．提出書類
次のURLから入手し，必要事項を記入してください
◯日本語
Word書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.doc
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PDF 書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form-JPN.pdf
◯英語
Word書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.doc
PDF 書類：http://www3.u-toyama.ac.jp/tenure/Application-form.pdf
(1) 履歴書（高等学校卒業以降の学歴，職歴） [様式1]
(2) 研究業績リスト（学術研究論文，著書，総説，特許，受賞歴，招待講演及び外部資
金獲得状況に分類して記載） [様式2]
なお特許は出願中のものも含みます。また，可能なら，学術論文について掲載学術
誌の impact factor を付記してください。
(3) これまでの研究概要（図を含め，10.5ポイントの文字でA4判用紙２枚以内 ） [様式3]
(4) 本学における研究計画（図を含め，10.5ポイントの文字でA4判用紙２枚以内 ） [様式4]
(5) 主要な学術研究論文の別刷10編以内
(6) 2名の推薦状又は応募者について照会できる2名の方の所属・氏名と連絡先
７．応募期限
2010年12月20日（月）必着
８．書類提出先
富山大学テニュアトラック教員選考・評価委員会
e-mail： tenure@adm.u-toyama.ac.jp
応募書類 (1)～(6)の書類を一つのPDFファイルにまとめ，電子メールに添付して上記の
アドレス宛にお送りください（本学のサーバーの制限が10ＭＢ以下のため，10ＭＢ以上
の場合は分割して送付してください）。その際，件名を「教員応募（ライフサイエンス・
○○○分野）」と分野を明記してください。提出書類は日本語又は英語で作成してくだ
さい。提出書類の個人情報については，教員選考の目的以外には使用しません。
９．選考方法
書類による一次選考と一次選考で選出された方に対するプレゼンテーション，面接等に
よる二次選考の2段階審査を行います。
プレゼンテーション・面接等の詳細については，1月上旬頃に通知する予定です。
10．問合せ先
富山大学大学院医学薬学研究部 教授 二階堂敏雄
TEL
：076-434-7210
e-mail：tnikaido@med.u-toyama.ac.jp
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（別紙）
テニュア教員採用審査基準
１ 特命助教在任中の学術論文（国際誌）を目安として 8 編以上（特命准教授にあっては在任中
の学術論文を 10 編以上）有すること。
このうち，corresponding author 又は first author の論文を 3 編以上（特命准教授にあっ
ては 5 編以上）含むこと。
２ 上記論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３ テニュアトラック教員在任中に国際会議での発表があること。
４ テニュアトラック教員在任中に学外の競争的資金（研究費）を確保していること。
５ 各分野における専任の准教授あるいは教授の選考基準を満たすこと。
上記の基準，採用以前の業績，今後の研究計画に加え，人格，指導能力及び学会における活動
等を総合して評価する。
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参考５ TT 若手に対する中間評価基準（案を含む。和文及び英文）

中間評価基準は、テニュア審査基準に準ずる。
テニュア審査基準
１ 特命助教在任中の学術論文（国際誌）を目安として８編以上有すること（特命准教授にあっ
ては在任中の学術論文を１０編以上有すること）
。
ただし，corresponding author あるいは first author の論文を３編以上有すること（特
命准教授にあっては５編以上）
。
２ 上記論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３ 特命助教在任中に国際会議での発表があること。
４ 特命助教在任中に学外の競争的資金（研究費）を確保していること。
５ 採用される部局等における准教授あるいは教授の採用基準を満たすこと。

Selection Criteria for Tenure
(1) For Specially Appointed Assistant Professor:
In principle, eight or more original papers published in international journals
during your term including three papers as either first or corresponding author.
For Specially Appointed Associate Professor:
In principle, ten or more original papers published in international journals
during your term including five papers as either first or corresponding author.
(2) Original papers of particular significance should be included in the papers
mentioned in (1).
(3) Presentations at major international conferences.
(4) Research funds or grants from outside the University of Toyama.
(5) Meet the applicable promotion criteria for associate professor or professor in the
relevant field.
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参考６ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文及び英文）
テニュア審査基準
１ 特命助教在任中の学術論文（国際誌）を目安として８編以上有すること（特命准教授にあっ
ては在任中の学術論文を１０編以上有すること）
。
ただし，corresponding author あるいは first author の論文を３編以上有すること（特
命准教授にあっては５編以上）
。
２ 上記論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３ 特命助教在任中に国際会議での発表があること。
４ 特命助教在任中に学外の競争的資金（研究費）を確保していること。
５ 採用される部局等における准教授あるいは教授の採用基準を満たすこと。

Selection Criteria for Tenure
(1) For Specially Appointed Assistant Professor:
In principle, eight or more original papers published in international journals
during your term including three papers as either first or corresponding author.
For Specially Appointed Associate Professor:
In principle, ten or more original papers published in international journals
during your term including five papers as either first or corresponding author.
(2) Original papers of particular significance should be included in the papers
mentioned in (1).
(3) Presentations at major international conferences.
(4) Research funds or grants from outside the University of Toyama.
(5) Meet the applicable promotion criteria for associate professor or professor in the
relevant field.
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参考 7

機関全体及び実施部局のテニュアトラック制に係る規程

国立大学法人富山大学「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に
関する規則
平成 22 年 8 月 5 日制定
平成 24 年 3 月 21 日改正
（趣旨）
第１条 この規則は，平成 22 年度の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）に採択された「富山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラム（以下「プログ
ラム」という。
）の実施，及び同プログラムにおいて導入するテニュアトラック制に関し，必
要な事項を定める。
（定義）
第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
（１） テニュア 教育職員（競争的資金等による事業により任期を定めて採用する教育職員を
除く。
）となる資格をいう。
（２） テニュアトラック制 若手の教育職員が厳格な審査を経てテニュアを獲得する前に，テ
ニュアトラック教員として自立した教育職員としての経験を積ませ，テニュアトラック期
間満了時までにテニュアの獲得に関する厳格な審査を行い，テニュアを付与する制度（付
与されなかった場合は，テニュアトラック期間満了をもって退職する制度）をいう。
（３） テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用された特命教員をいう。
（４） テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを獲得す
るまでの期間（テニュアを獲得できなかった場合は，労働契約の期間）をいう。
（５） テニュアポスト テニュア獲得後の職をいう。
（６） 関連部局 プログラムに参画する大学院医学薬学研究部，大学院理工学研究部及び和漢
医薬学総合研究所をいう。
（７） 関連部局長 関連部局の長をいう。
（実施体制）
第３条 プログラムの実施及びテニュアトラック制を推進するため，次に掲げる拠点及び委員会
を置く。
（１） 先端ライフサイエンス拠点
（２） テニュアトラック人材養成システム改革推進委員会
（３） テニュアトラックプログラム評価委員会
（先端ライフサイエンス拠点）
第４条 先端ライフサイエンス拠点（以下「拠点」という。
）は，先端ライフサイエンスに関す
る研究分野において，テニュアトラック教員が自立的に研究活動に専念する機会を提供すると
ともに，テニュア取得のための支援等を行うことを目的とする。
２ 拠点に，プログラム及びテニュアトラック制を実施するとともに，拠点の管理運営を行うた
め，テニュアトラック実施委員会（以下「実施委員会」という。）を置く。
３ 拠点に，テニュアトラック教員の募集，選考，年次評価，中間評価及びテニュア審査を行う
ため，テニュアトラック教員選考・評価委員会（以下「選考・評価委員会」という。）を置く。
４ 選考・評価委員会の下に，テニュアトラック教員の専門分野に応じて専門的に審査を行うた
め，専門分野別教員選考・評価委員会（以下「専門分野別委員会」という。）を置く。
５ 拠点，実施委員会，選考・評価委員会及び専門分野別委員会に関し必要な事項は，別に定め
る。
（テニュアトラック人材養成システム改革推進委員会）
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第５条 テニュアトラック制による人材養成システム改革を推進するため，テニュアトラック人
材養成システム改革推進委員会（以下「改革推進委員会」という。
）を置く。
２ 改革推進委員会に関し必要な事項は，別に定める。
（関連部局等の支援協力）
第６条 関連部局，研究戦略会議，国際戦略本部，地域連携推進機構及び学内共同教育研究施設
は，テニュアトラック教員が行う研究教育について，支援協力するものとする。
（対象者）
第７条 テニュアトラック教員となることができる者は，博士の学位取得後，概ね１０年以内の
者とする。
（採用）
第８条 テニュアトラック教員の職位は，原則として，特命助教とする。ただし，必要と認める
場合は，特命講師又は特命准教授の職位に採用することができる。
２ テニュアトラック教員の採用に関し必要な事項は，別に定める。
（テニュアトラック期間）
第９条 テニュアトラック教員のテニュアトラック期間は，原則として５年とする。ただし，年
度の中途で採用された場合は，当該採用の日から起算して５年を経過する日の属する年度の前
年度末までとする。
２ テニュアトラック教員が，第 15 条第１項又は第 18 条第２項の規定に該当する場合は，当該
期間につきテニュアトラック期間を更新することができる。
（テニュアトラック教員）
第 10 条 テニュアトラック教員は，拠点に所属し，先端ライフサイエンス拠点長（以下「拠点
長」という。
）及び副拠点長の監督の下，自立性をもって，自由な発想に基づく研究教育活動に
従事する。
２ テニュアトラック教員は，前項に定める研究教育活動に従事するほか，関係大学院等におけ
る教育を担当することができる。
３ テニュアトラック教員は，原則として独立した研究室を使用する。
４ テニュアトラック教員は，スタートアップ資金，研究資金及びポストドクター等の人的支援
を受けることができる。
（同意及び説明責任）
第 11 条 テニュアトラック教員の募集，選考及び採用の際に，当該者に対して，採用により取
得する資格がテニュアトラック教員であることを明示するとともに，必要に応じてこれを説明
しなければならない。
２ テニュアトラック教員の採用に際して，テニュアトラック期間，当該テニュアトラック教員
に課せられる研究，教育，管理運営業務，テニュア審査等について，説明するとともに，所定
の採用同意書を交わし，テニュアトラック教員の同意を確認するものとする。採用同意書は，
２部作成し，学長及びテニュアトラック教員が各々署名の上，各々が所持することとする。
３ 採用同意書の内容は，テニュアトラック期間中に，必要に応じて協議の上，変更することが
できるものとする。この際の手続きは，前項と同様とする。
（メンター教員）
第 12 条 テニュアトラック教員ごとに，研究活動，関係者等とのコミュニケーション，大学運営
への参加等について積極的に支援助言を与えるため，関連部局の教員から選出された主メンタ
ー教員を置くとともに，異なる領域から多面的な支援を行うため，関連部局の教員から選出さ
れた副メンター教員を置く。
（テニュアトラック教員の育成・支援）
第 13 条 実施委員会は，プログラム事業計画に基づき，テニュアトラック教員の育成及び国際性
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涵養のための，計画を企画し，実施する。
（年次評価，中間評価及びテニュア審査）
第 14 条 テニュアトラック教員は，テニュアトラック期間において，中間評価及びテニュア審査
の実施年度を除く各年度ごとに年次評価（以下「年次評価」という。）を，第３年次に中間評
価（以下「中間評価」という。
）を，最終年度にテニュアトラック教員のテニュア授与に係る
テニュア審査（以下「テニュア審査」という。
）を受けるものとする。ただし，拠点長が認め
たときは，３年目終了以降にテニュア審査を受けることができるものとする。
２ 年次評価，中間評価及びテニュア審査に関し必要な事項は，別に定める。
（テニュアが獲得できなかった場合の取扱い）
第 15 条 テニュア審査で不可とされたテニュアトラック教員から，転出準備等のために採用同意
書の契約期間を超えて契約をしたい旨の申し出があった場合には，１年を限度としてこれを延
長することができるものとする。
２ 前項の規定に基づき，延長期間の間は，テニュアトラック教員としての身分は継続するが，
第 10 条第４項及び第 13 条の措置は講じないものとする。
３ 拠点及び関連部局は，当該教員の転出準備等が円滑に行われるよう支援する。
（テニュア審査に対する不服申立）
第 16 条 テニュア審査において不可とされたテニュアトラック教員は，不服がある場合，学長に
対して所定の様式により不服申立を行うことができる。不服申立ては，テニュア審査結果の通
知を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に行わなければならない。
２ 不服申し立てを行う場合は、所定のテニュア審査不服申立書を学長に提出するものとする。
３ 学長は，前項に定める不服申立を受けた場合，当該不服申立に対する裁定を行うためテニュ
ア審査裁定委員会（以下「裁定委員会」という。
）を設置する。
４ 裁定委員会は，第２項の申立書に基づき審査の要否を判断の上，必要があると認めた場合に
は，選考・評価委員会における審査手続及び審査結果の妥当性について裁定を行い，原則とし
て，不服申立ての日から起算して 30 日以内に裁定を終えるものとし，裁定結果を速やかに学長
に報告する。裁定に当たり，当該テニュアトラック教員は，裁定委員会において意見を述べる
ことができる。
５ 裁定結果の報告を受けた学長は，当該テニュアトラック教員及び選考・評価委員会に対して，
裁定結果を所定のテニュア審査裁定結果通知書により通知する。
６ 選考・評価委員会は，学長から不服申立者に係るテニュア審査を再度実施する旨の通知を受
けた場合，速やかにテニュア審査を再度実施する。
７ 選考・評価委員会は，テニュア審査裁定通知書の通知日から起算して６０日以内に再審査を
終えるものとする。
（裁定委員会）
第 17 条 裁定委員会は，次の各号に掲げる委員をもって構成する。
（１）学長が指名した理事 １人
（２）教育研究評議会から推薦された評議員 ４人
（３）その他学長が必要と認める者
２ 裁定委員会に委員長を置き，委員の互選により，選任する。
３ 委員長は，裁定委員会を招集し，その議長となる。
４ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
５ 裁定委員会は，構成員の過半数の出席をもって成立する。
６ 議事は，出席委員の過半数をもって決する。ただし，可否同数のときは，議長がこれを決す
る。
７ 裁定委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。
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（テニュアトラック期間における出張等の取扱い）
第 18 条 テニュアトラック教員が，テニュアトラック期間中に長期の出張又は研修（以下「長期
出張等」という。
）をする場合，長期出張等の期間は原則としてテニュアトラック期間の一部
として取扱い，事前に定められた日程のとおりに年次評価，中間評価及びテニュア審査を行う。
ただし，長期出張等の期間は，１年を超えないものとする。
２ テニュアトラック教員が，産前産後の特別休暇又は育児休業若しくは介護休業（以下「育児
休業等」という。
）を取得する場合，育児休業等の期間に相当する期間を延期して年次評価，
中間評価及びテニュア審査を行う。
３ 休職又は前項によるもののほか，特別の事情がない限り，事前に定められた日程のとおりに
年次評価，中間評価及びテニュア審査を行う。
（テニュアポストの確保等）
第 19 条 学長は，テニュアトラック教員を採用しようとするときは，当該テニュアトラック教員
のテニュアポストを確保しておかなければならない。
２ 関連部局長は，テニュアトラック教員のテニュアポストを確保するために協力するものとす
る。
（外部評価）
第 20 条 プログラム及びプログラムにおいて導入するテニュアトラック制に関する外部評価を
行うため，テニュアトラックプログラム評価委員会（以下「評価委員会」という。
）を置く。
２ 評価委員会に関し必要な事項は，別に定める。
（事務）
第 21 条 プログラム及びプログラムにおいて導入するテニュアトラック制の実施に関する事務
は，関係する部署の協力を得て研究振興部研究振興グループにおいて処理する。
（雑則）
第 22 条 この規則に定めるもののほか，プログラム及びテニュアトラック制の実施に関し必要な
事項は，別に定めることができる。
附 則
この規則は，平成 22 年８月５日から施行する。
附 則
この規則は，平成 24 年４月１日から施行する。
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テニュアトラック教員の年次評価，中間評価及びテニュア審査に関する内規
平成 22 年 8 月 5 日制定
平成 24 年 3 月 21 日改正
（趣旨）
第１条 この内規は，国立大学法人富山大学教員選考基準に基づき，国立大学法人富山大学「富
山発先端ライフサイエンス若手育成拠点」プログラムの実施に関する規則（以下「規則」とい
う。
）第 14 条第２項の規定に基づき，テニュアトラック教員の年次評価，中間評価及びテニュ
ア審査に関し，必要な事項を定めるものとする。
（年次評価）
第２条 テニュアトラック教員の年次評価は，テニュアトラック期間において，中間評価及びテ
ニュア審査の実施年度を除く各年度の年度末までに，行うものとする。ただし，規則第１８条
第２項の規定に該当する場合は，当該期間を延長することができるものとする。
２ テニュアトラック教員選考・評価委員会（以下「委員会」という。）は， テニュアトラック
教員に研究業績等を提出させ，書面審査，面接審査及びプレゼンテーションにより年次評価を
行うものとする。
３ 委員会は，年次評価終了後，速やかに，年次評価の結果を当該テニュアトラック教員及びメ
ンター教員に説明し，必要な改善事項を指示するものとする。
（中間評価）
第３条 テニュアトラック教員の業績の中間評価は，原則としてテニュアトラック期間の第３年
次の終了までに，別紙のテニュア審査基準に基づき，行うものとする。ただし，規則第１８条
第２項の規定に該当する場合は，当該期間を延長することができるものとする。
２ 委員会は，テニュアトラック教員に研究業績等を提出させ，書面審査，面接審査及びプレゼ
ンテーションにより中間評価を行うものとする。
３ 委員会は，中間評価終了後，速やかに，中間評価の結果を当該テニュアトラック教員及びメ
ンター教員に説明し，必要な改善事項を指示するものとする。
（テニュア審査）
第４条 テニュア審査は，テニュアトラック教員の研究教育活動の実績を厳正に評価し，本学の
常勤の教授又は准教授として採用するための資格審査をいい，原則としてテニュアトラック期
間の最終年次の満了日の６ヶ月前までに，別紙のテニュア審査基準に基づき，行うものとする。
ただし，テニュアトラック教員から申し出があり先端ライフサイエンス拠点長（以下「拠点長」
という。
）が認めたときは，任期の３年目終了以降に行うことができるものとし，規則第 18 条
第２項の規定に該当する場合は，当該期間を延長することができるものとする。
２ テニュアトラック教員選考・評価委員会の下に置かれる専門分野別教員選考・評価委員会（以
下「専門分野別委員会」という。
）は，テニュアトラック教員に研究業績等を提出させ，書面審
査，面接審査及びプレゼンテーションによりテニュア審査を行うものとする。
３ 専門分野別委員会は，評価結果を委員会に報告する。
４ 委員会は，専門分野別委員会のテニュア審査結果の報告に基づき，総合的にテニュア審査を
行うものとする。
５ 委員会は，テニュア授与の可否について審議を行い，決定するとともに，テニュアを授与す
るテニュアトラック教員を正規に採用すること，採用する部局及び採用する職位を決定し，拠
点長を経由して，審査結果を学長に報告する。
（採用の可否の決定）
第５条 学長は，前条第５項によるテニュア審査の審査結果の報告に基づき，採用の可否を決定
し，速やかに当該テニュアトラック教員及びテニュアトラック教員が採用される部局の長に対
して書面により通知するものとする。
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（教員選考に関する特例）
第６条 本規定に基づきテニュア審査を経たテニュアトラック教員は，国立大学法人富山大学教
員選考基準第８条に規定する教員選考の手続き，及び教員人事プロセス（平成 21 年 5 月 28 日
役員会了承）を経たものとみなす。
（雑則）
第７条 この内規に定めるもののほか，年次評価，中間評価及びテニュア審査に関し必要な事項
は，別に定める。
附 則
この内規は，平成 22 年 8 月 5 日から施行する。
附 則
この内規は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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（別紙）
テニュア審査基準
１ 特命助教在任中の学術論文（国際誌）を目安として８編以上有すること（特命准教授にあっ
ては在任中の学術論文を１０編以上有すること）
。
ただし，corresponding author あるいは first author の論文を３編以上有すること（特
命准教授にあっては５編以上）
。
２ 上記論文にインパクトファクターの高い論文を含むこと。
３ 特命助教在任中に国際会議での発表があること。
４ 特命助教在任中に学外の競争的資金（研究費）を確保していること。
５ 採用される部局等における准教授あるいは教授の採用基準を満たすこと。
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