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Ⅰ．計画の内容
■プログラム名：イノベーション創出若手研究人材養成（中間評価）
■課題名：グローバル・ヘルス政策人材養成講座
■機関名：国立大学法人 東京大学
■代表者名（役職）：濱田 純一（総長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 165.2 百万円（間接経費、システム改革促進費込み）
１．計画の概要
（１） 機関の現状
東京大学では、高等教育の要である大学院教育においては、教育カリキュラムの改善や各種COEプロ
グラムを通した研究職キャリアパスの拡充を積極的に行ってきた。また、平成19年度からは、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」プログラムに採択され、研究所群を中心にモデル
部局を選び全学的組織にて特に優秀な若手研究者を選考・採用・育成する仕組みを作ることにより、より
多角的な観点から独自の研究を展開できる自立した若手研究者の養成を目指している。その一方で、民
間企業や国際機関等の研究職以外のキャリアパスのための分野横断的な戦略的思考養成、リーダーシ
ップ開発、国際レベルのコミュニケ―ション能力などの実践的コア・スキル習得の機会は、一部の例外を
除き少ないのが実情である。東京大学が、時代の要請に応え、真に社会的、国際的貢献を行う人材を輩
出するためには、高等教育における研究職以外の実践的キャリアパスの拡充と、そのための教育提供体
制と教育方策の革新が喫緊の課題である。
（２） イノベーション人材養成システムの概要
①コース設計：学内に産・官・学連携イニシアティブ「グローバルヘルス政策センター」を設置し「グロー
バルヘルス政策人材養成講座」を開設し、「政策立案者コース」、「実務家コース」、「教育人材コース」を
通して、医療政策・国際保健学、外交国際政治学、経営・経済学の各分野におけるイノベーション、およ
び国際コミュニケーションのそれぞれについて最新の実践的高等教育を提供することで、グローバルヘ
ルス政策革新人材を養成する。②カリキュラム：上記コース設計の下に、講義・実地研修・共同研究を組
み合わせたカリキュラムを提供する。実地研修や共同研究に際しては、学内リソースを活用しながら、国
内外の企業や研究機関と積極的に連携し、社学・産学・官民連携を促進する。さらに、WHOや世界基金
などの国際機関におけるOJTを推進する。③対象：博士課程の大学院生やポスドク、それと同等の実務
経験を既に持つ若手人材（主に20－40代）を対象とし、実践的なエグゼクティブ型教育を提供する。将来
的には世界のグローバルヘルス領域の中で日本のプレゼンスを高められるような知見・実践力を持ち、社
会的・国際的貢献を行いうる革新政策人材の養成拠点を形成する。④養成する予定の研究者人数：毎
年20人に絞り、実践的キャリアパスの拡充とそのための教育提供体制強化を図る。
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＜実施体制＞

＜実施内容＞
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（３） ミッションステートメント
・ イノベーション人材養成システムの概要
地球規模の保健課題は、政治・外交・経済・貿易・ビジネスにおけるイノベーションの最前線であり、そ
の対応には、分野横断的な発想でイノベーションを保健政策に応用できる国際的人材が不可欠である。
本プログラムでは、技術革新だけでなく、施策や制度の変革のためのビジョン・思考やマネージメントもイ
ノベーションとして位置付け、包括的なイノベーションのための画期的なプログラムを提供する。
具体的には、グローバルヘルスを切り口に、東京大学の既存のリソースを活用しながら相乗効果を図るた
めに、国際保健学専攻と医学部「最先端研究開発支援プログラム」および学部横断的「政策ビジョン研究
センター」と連携し、学内に「グローバルヘルス政策センター」を設置する。「グローバルヘルス政策人材
養成講座」を通して、イノベーションの創出やその活用につながる政策立案や研究能力を持つ人材、多
国間協調の枠組みの中でグローバルヘルス課題の解決に求められるイノベーションの活用の中核を担う
実務家、イノベーションへの知見と実践力を持ち後進を育成する教育人材を育成する。こうした活動を通
して、各専門分野に加えて社会・政治的側面を理解する知識・見識を兼ね備え、かつ国際的な広い視野
に立った決断・行動力を持ち、リサーチマインドとアントレプレナーシップ・リーダーシップに富んだイノベ
ーション政策革新人材の輩出を目指す。
・ ３年目における具体的な目標
本プログラムは、博士課程の大学院生やポスドク、それと同等の実務経験を既に持つ若手人材（主に
20－40代）を対象とし、毎年20名を大学院レベルの内容で実践的なエグゼクティブ教育を提供し、次の3
種類の人材を輩出する。①政策立案者・研究者：日本が主導するイノベーションを活用したグローバルヘ
ルス政策のあるべき姿を、分野横断的に多角的な観点から検討・実行し、具体的な政策提言の形にまと
め、実際の政策プロセスに乗っ取って運用する能力とスキルを持った人材の輩出を目指す。②実践者：
グローバルヘルス関連の実際のプロジェクトを運営する国際機関や非営利団体で、あるいは、自ら起業
することで、その経営管理、産業育成や政策への働きかけに最新のイノベーションを持ちこめる人材を輩
出する。③教育人材：グローバルヘルス領域において日本のプレゼンスを高めるべく、確かな専門能力を
持ってグローバルヘルス課題の解決に貢献できる後進人材を指導できる政策指導者を養成する。
3年間の目標として総数60名（政策立案者・研究者実践人材15名、実践者36名、政策教育者9名）を養成
し、産業界などへはこのうち45名程度が輩出されていく予定である。関係機関とも協議のうえ、「グローバ
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ルヘルス政策センター」の運営体制を軌道に乗せ、5年間のプログラム終了を見据えた資金調達活動体
制を整備する。また、東京大学を含む国内外の高等教育機関との連携により本プログラムの認知度を上
げることで、国内外の講師陣およびカリキュラムが提供する講義・指導内容を質・量ともに拡大し、またコ
ースを終了する参加者のキャリアパスが真にグローバルヘルス政策にインパクトを与えるものになるよう支
援体制を整える。
・ 実施期間終了時における具体的な目標
5年間の目標として総数100名（政策立案者・研究者実践人材25名、実践者60名、政策教育者15名）を養
成し、産業界などへはこのうち75名程度が輩出される予定である。関係機関とも協議のうえ、5年間の成果
を踏まえて、「グローバルヘルス政策センター」を恒久的な組織とし、5年間の計画終了後にも、より発展し
たプログラムとして運営していく計画である。東京大学を含む国内外の高等教育機関との連携により、本
プログラムを更に発展させたプログラムを修了すると、博士号の学位の単位の一部として認められるような
仕組みを構築し、継続的な本学との連携を促進する。
・ 実施期間終了後の取組
グローバルヘルス領域においてリーダーシップを発揮すべき若手人材には、多様な分野を横断した総
合的な知見に基づいた革新的な発想が求められる。そのような人材養成は短期間で成し遂げられるもの
ではなく、息の長い取り組みが必要とされることに鑑み、産・官・学連携イニシアティブ「グローバルヘルス
政策センター」を東京大学に設置し、プログラムの運営管理を集約し、継続的・安定的な人材輩出を試み
る。分野横断的に多様なアクターが参画する枠組みの中に本プログラムを位置付けることで、多角的な知
見やスキルの提供を可能なものとする。
そのためにも、実施機関の独自の財源に加えて、引き続き外部資金獲得に努めるとともに、本プログラム
を通じて育成した人材や産学・官民連携により培われたネットワークを駆使して、産学連携本部等の協力
を得ながら、参加企業や財団などからも継続的に経済的支援を受けられるようなシステムを形成する。そ
の準備として、本プログラムのひとつの研究案件として、革新的な保健医療財源の創出と継続的なプログ
ラム運営を組み込み、従来の国の研究費だけに頼らない、民間からの資金の運用システム、合同会社や
非営利機関としての組織形態も含め、イノベーションに関する画期的プログラムの効率的かつ継続的な
運営についても研究を進めていく予定である。
また、本プログラムを軸に、より実践的かつ短期集中的なエグゼクティブ教育プログラムを開発し、「東
大Executive Management Program (EMP)」や学外の関連プログラム等との連携も考慮する。
・ 期待される波及効果
「イノベーション人材育成」は漠然とした概念であるが、東京大学の既存のリソースを有効に使い、政治・
外交・経済・貿易・ビジネスにおけるイノベーションの最前線であるグローバルヘルス領域で具体的かつ
効果的なプログラム開発を行うことで、今後、東京大学や他大学においても適用可能な新たな教育シス
テム・人材育成モデルを提供することが可能である。特に、多分野横断的で高度な専門性を兼ね備えた
戦略・政策思考を持つ国際的人材が求められる現在においては、実践的な高等教育を通して、従来の
枠を超えた分野横断的な革新的人材を輩出していくシステムの構築が大きな課題であり、それをまずグロ
ーバルヘルスという具体例を通じて実現することで、ベストプラクティス事例とノウハウを獲得し、それを他
の優先分野に広げていくことが可能である。
さらに、極めて野心的かつ革新的なプログラムは、既存の教育システムや教育提供者側のマインドセット
の変革に大きな影響を及ぼすであろう。特に、従来、政治や産業への関わりの少なかった研究者や学生
が、学外との連携を通して自ら変革へのリーダーシップをとることで、東京大学、ひいては、我が国の高等
教育がグローバル化した教育・人材育成市場の競争の中で生き残る方策への一つの解答を提示できる
可能性がある。
また、こうした人材を継続的に輩出することで、大学院の社会的役割と東京大学の国際化の相乗効果が
得られ、より優秀な人材の集うプラットフォームの形成が可能となり、国内はもとより、国外の機関や企業、
財団などでも活躍できる人材が育つ。そして、内外で優秀なグローバルヘルス政策人材が育成されること
により、我が国の外交・国家政策の一環である人間の安全保障としてのグローバルヘルスの領域におい
て、我が国の存在感を飛躍的に増すとともに、21世紀型の外交・国家戦略を担う人材を各界に輩出し、
世界における健康増進に寄与することが可能となる。

２．採択時コメント
本提案は、地球規模のグローバルヘルス分野を対象に、国際的に活躍できる資質を有する人材を養成
4

するものであり、養成内容と課題自体の重要性から高く評価できる。また。講義、実地研修、共同研究に
より構成される実践プログラムも具体性があると認められる。
今後、本提案に対する全学的な実施体制を明確にした上で、実施期間終了後の継続を視野に入れ、自
主経費も積極的に活用した取組として実施することを期待する。また、若手研究人材の養成にあたっては、
その人材の国際的競争力を念頭に置き、養成後の活躍に係るフォローアップを責任を持って行い、グロ
ーバルヘルス分野のイノベーション創出人材のロールモデル提示がなされることを強く希望する。さらに、
本事業の成果を全学的に展開し、若手研究人材養成に向けた教員の意識変化などシステム改革の推進
に努めることを期待する。
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Ⅱ．所要経費 （補助対象経費（直接経費、システム改革促進費）、自己資金）
（単位：百万円）
補助対象経費
２２年度
２３年度
２４年度
２５年度
２６年度
備考
１．人件費
（１）特任教授
0
0
0
0
0
（0 名）
（0 名）
（0 名）
（0 名）
（0 名）
（２）特任講師
2.6
7.9
8.3
8.3
8.3
（1 名）
（1 名）
（1 名）
（1 名）
（1 名）
（３）特任助教
0
13.0
11.4
11.4
11.4
（0 名）
（3 名)
(3 名)
(3 名)
(3 名)
（４）特別研究員
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
養 成 対 象 者 （博 士 号
（1 名）
（1 名）
（2 名）
（2 名）
（2 名）
取得者）
（５）特別研究生
0
3.5
4.8
4.8
4.8
養 成 対 象 者 （博 士 課
（0 名）
（13 名）
（16 名）
（16 名）
（16 名）
程学生）
（６）業務補助者
5.8
10.2
10.2
10.2
10.2
（4 名）
(4 名)
(4 名)
(4 名)
(4 名)
２．業務実施費
（１）消耗品費
1.7
1.3
0.3
0.3
0.3
書籍等
（２）国内旅費
養成対象者分

0.7

0.1

0.9

0.9

0.9

国内インターン

その他

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

講師旅費、国内機関
訪問

（３）諸謝金

1.7

0.9

0.9

0.9

0.9

講義謝金等

（４）雑役務費

8.7

1.3

1.2

1.2

1.2

HＰ・パンフレット作成
等

（５）外国旅費

10.9

14.8

8.9

8.9

8.9

海外インターン等

5.9

1.3

4.8

4.8

4.8

海外講師

0

0.7

0.2

0.2

0.2

プログラム・ポスター

0.9

0

0.8

0.8

0.8

会場費

0

0

0

0

0

2.1

2.0

2.0

2.0

（６）外国人等招へ
い旅費
（７）印刷製本費
（８）借損料
３．設備備品費
４．システム改革促 －
進費
５．間接経費

11.9

－

－

－

総計

51.8

58.1

55.5

55.5

55.5

うち補助金計

51.6

58.1

55.5

55.5

55.5

6

－

うち自己資金計

0.2

0

0

0

0

補助対象外経費

0

0

0

0

0

総計

51.8

58.1

55.5

55.5

55.5

注 1) 人件費は、補助金により人件費を支出している者を職階（教授、准教授、特別研究員、特別研究生、
研究補助員等）により分け、年度毎に従事人数および従事内容とともに記入して下さい。
2) 補助対象外経費については、事業の全体像を示すために必要な取組について、取組毎に項目を立
てて記入して下さい。
3) 平成22年度は決算額、23年度は執行額、24年度は予算額、25、26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・成果）の概要
1.総括
本事業では、グローバルに勝負できるイノベーション人材を育成している。イノベーション人材とは、
「高度な専門的洞察力と分野横断的知識を兼ね備え、国際的な視野に立ち、研究心・起業家精神・リー
ダーシップに富み、優れたコミュニケーション・スキルと精神的タフさを有し、社会変革を起こせる人材」で
ある。グローバルヘルス（国際保健）は、イノベーションの最前線であり、地球規模の現在と将来の保健課
題（生活習慣病、感染症、創薬、官民連携等）を扱い、イノベーション人材が最も求められている分野の
一つである。本事業は、英語のみで講義および討論、政策文書作成等を行い、国家元首経験者や企業
のトップマネジメント等、国際的な舞台で活躍する国内外の一流のリーダーを講師として招聘し、ロール
モデルとなりうるリーダー像に学生が実際に接する機会を与える。そして、養成対象者を国際機関やグロ
ーバル企業などでの海外長期インターンシップに送り出す。さらに、国際機関やグローバル企業で求めら
れるコアスキルの個別指導および本事業終了後のフォローアップを行うことで、ひとりひとりの養成対象者
を綿密に育成するよう徹底している。濱田純一総長が取り組んでいる東京大学全体のグローバル化に向
けた改革のなかでも先鋭的なモデルケースとなっており、大学理事が本事業に関わっているほか、多岐
にわたる研究科・研究室、企業や学外からも養成対象者を迎え、全学的・包括的な事業展開をしている。
（目標の進捗状況）
現在、当初の目標を上回るペースでのイノベーション人材の養成を達成している。具体的には、イノベ
ーション人材養成目標人数が60名に対し実績77名、うちインターンシップ派遣（主に国外）目標人数が45
人に対し実績46人（派遣予定者含む）となっている。学内の100を超える研究室への地道な周知活動と、
積極的な対外広報活動の成果により、昨年度後半以降、学内外における本事業の認知度が飛躍的に向
上し、平成24年度のプログラムには約120名（初年度30名）からの応募を得て、年間目標を大きく上回る
養成対象者を確保することができた。
表 1 目標人数と達成状況

目標人数

全体
うちインターン派遣対象者

応募者数

全体

合格者数

全体

うちインターン派遣対象者
うちインターン派遣対象者

修了者数*

全体
うちインターン派遣対象者

平成22年度 平成23年度 平成24年度
20
20
20

合計
60

15

15

15

45

30

49

117

196

14

25

48

87

19

27

36

82

12

16

23

51

15

26

36

77

8

15

23

46

*平成24年度は予定
（実践プログラム：講義）
講義については、主に「グローバルヘルスにおけるイノベーション」「リーダーシップ」「プロフェッショナル
としてのコアスキル育成」の３つの柱を軸として講義を構成し、英語による討論を基本としている。
講師については、若手研究人材の国際競争力を養成するにあたり、世界トップクラスの人材から直接学
生が学ぶ機会を提供することが非常に重要であると考え、以下のように、グローバルリーダーとして名高
い民間企業トップマネジメントや国家元首経験者などを講師陣として迎えている。
 エーザイ株式会社社長 内藤晴夫氏
 武田薬品工業株式会社取締役（元ゲイツ財団グローバルヘルス部門総裁）山田忠孝氏
 国家戦略・経済財政政策担当大臣 古川元久氏
 現チベット自治区首相 ロブサン・サンゲイ氏
また、この他にも、国際機関などでリーダーとして活躍しグローバルヘルスのイノベーションを牽引して
いる人材や、グローバル企業で求められるリーダーシップに精通した民間企業の社長経験者などを講師
に迎えている。いずれの講師からも、グローバルヘルスの最前線で必要とされるスキルやリーダーシップ、
グローバルなキャリア開発などについて直接ご指導いただき、養成対象者への個別指導もしていただくこ
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とで、国際競争力のある人材に育てるプロセスに深く関与していただいている。
（実践プログラム：海外インターンシップ）
本事業では、教員チームのネットワークの活用と徹底的な事前指導により、日本の大学院生にとっては
難関である世界トップクラスの国際機関・非営利機関（NPO）・グローバル企業において、多数のインター
ンシップ機会を開拓してきた。これまでの派遣先は、世界保健機関（WHO）、世界銀行、国連開発計画、
国連児童基金、国連人口基金、グラミン銀行など多岐にわたる。特に、WHOでは、これまで9件のインタ
ーンシップ派遣を実現した。また、派遣先の多様化を試みた結果、平成24年度においては、さらに、グロ
ーバルヘルス課題に取り組む企業でのインターンシップ先を積極的に開拓しており、バイオベンチャー
企業での海外インターンシップ派遣が既に実現している。
（実践プログラム：個別指導）
個々の養成対象者が国際競争力をもつ人材として成長するために、単に「海外インターンシップに行くこ
と」だけではなく、「海外インターンシップで即戦力として活躍し、その後のキャリアにつなげる」という高い
目標を設定し、講師と助教が個別メンターとなり、徹底的な事前指導とフォローアップを行なっている。

事前指導：養成対象者ひとりあたり 10−15 回程度の個別面談指導を行い、将来のキャリアの方向性
や伸ばすべきスキルを明確化した上でインターンシップの応募準備を進める。履歴書や志望書で
自己アピールをすべきかについて詳細に指導し、英語での模擬面接の練習なども何度も行う。派遣
先が決まった後は、ワークプランの作成方法やチームでの効果的な働き方をメンターから学ぶ。

フォローアップ：海外インターンシップ中にも 2 週間に 1 回の報告書提出を義務付けており、何か問
題が発生した場合には電話などで相談にのるなど、インターンシップ期間中に養成対象者が成功
体験を持てるよう支援している。また、インターンシップ終了後には、就職に向けてのサポートを開
始し、インターンシップの成果を就業機会の獲得につなげられるようサポートしている。
さらに、本事業は、養成対象者以外にもインターン先の紹介やキャリア相談なども随時行っており、博
士課程やポスドクの学生のグローバルなキャリアセンターとしての機能を提供している。
（イノベーション人材の輩出）
「政策立案者・研究者」「実践者」「教育者」の 3 つのカテゴリーのそれぞれにおいて、優れた就職実績を
あげている。就職が実現した養成対象者の多くは「実践者」に該当し、WHO、国連開発計画、国連児童
基金、世界銀行等の国際機関や、ノバルティス、アストラゼネカなどヘルスケア分野のグローバル企業な
どへの就職が実現している(就職実績の詳細については p14「表 4 就職実績」を参照)。日本人の大学院
生が、海外の大学院などを経ることなく、直接国際機関に就職することは非常に稀なケースであり、本事
業が養成対象者ひとりひとりの国際競争力を高めるサポートを行った結果であると自負している。
（実施体制）
濱田純一総長、松本洋一郎副学長・研究担当理事の統括責任者に加え、昨年度よりアドバイザリーボ
ードを正式に組成し、元ゲイツ財団総裁・現武田薬品株式会社取締役の山田忠孝氏を会長としてお迎え
した。学内からは江川雅子国際化担当理事、学外からは政策研究大学院大学教授の黒川清氏やハー
バード大学公衆衛生大学院長のフリオ・フレンク氏などに加わっていただき、グローバル人材育成、対外
的なパートナー機関数の拡大、実施期間終了後を見据えた長期戦略の面でご支援をいただいている（ア
ドバイザリーボードの詳細はp18 「図5アドバイザリーボード」を参照）。
実働チームとしては、渋谷健司教授が事業実施責任者として統括し、我喜屋まり子特任講師がグローバ
ルな組織で活躍するためのリーダーシップ育成の指導を担当している。特任助教を含む全員の教員が海
外の国際機関や企業などでの勤務経験を有し、海外インターンシップ先の開拓や養成対象者のグロー
バルなキャリア開発などを効果的に行うことができる体制となっている。また、2名の助教とプログラム・マネ
ージャーは民間企業の出身者であり、養成対象者が産業界でインターンシップや就職を希望する場合の
支援や企業との連携などを担当している。
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図 1 東京大学におけるイノベーション人材養成システム

（事業継続に向けた取組）
実施期間終了後に、アジア随一のグローバルヘルス人材養成センターとなる目標を見据えた上で、現
在、産業界・国際機関・国内外の高等教育機関との連携を積極的に行なっており、すでに約 100 以上の
機関との連携が成立している。特筆すべき点は、国内外ヘルスケア企業との密接な連携による将来の収
益基盤確立に向けた取組が挙げられる。講義プログラムの質が高く評価された結果、企業派遣聴講生の
受け入れが実現し、受講料収入を得て自主財源としている。大学からの自主財源や競争的資金の確保と
ともに、今後の財務基盤の確立にとって非常に重要な取組である。グローバルヘルスは、世界的に事業
を展開するヘルスケア企業の重要な長期戦略課題であり、企業側から新たな連携についてお問い合わ
せをいただくことも増えており、また、寄附講座の開設などについても検討を始めている。

2．本課題に関係する、機関の概要および考慮すべき事項
東京大学は、15 の大学院研究科を有する大規模総合大学である。博士課程在籍者は平成 24 年 5 月
現在、6, 037 名（東京大学の全学生数の約 22%に相当）であり、うち留学生比率は 24%に達する。東京大
学は、現在、創立期、戦後改革の時代に次ぐ第三の転換期を迎えている。伝統的に我が国のリーダ
ーを輩出してきた東京大学は、今後は答えのない地球課題に対処していくグローバルリーダーと
なりうる人材を養成していく必要があり、全学的なグローバル化への取り組みが進められている。
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３．所期の目標（計画）達成状況
（１）採択時コメント等への対応
① 全学的な実施体制を明確にした上で、実施期間終了後の継続を視野に入れ、自主経費も積極的に
活用した取組として実施すること。本事業の成果を全学的に展開し、若手研究人材養成に向けた教
員の意識改革などシステム改革の推進に勤めること。
（全学的な実施体制）

大学リーダー層の関与：事業統括責任者である濱田純一総長と副学長でもある松本洋一郎理
事に加え、国際化関連事業の責任者である江川雅子理事もアドバイザリーボードとして本事業
に深く関与している。また、公共政策大学院においてグローバル政策リーダー人材の養成に関
わっている城山英明教授や、工学系研究科においてイノベーション・スクール（i.school）を運営
している堀井秀之教授など、東京大学におけるイノベーション人材養成を牽引している教授陣
もアドバイザリーボードのメンバーとしてプログラムに参画しており、座学カリキュラムの設計やイ
ンターンシップ先開拓の面などにおいて協力し合い、密接な連携を進めている。

大学院共通科目としての単位化：平成 24 年度より、実践プログラムの座学カリキュラムとインタ
ーンシップは、それぞれ 2 単位ずつの大学院共通科目として認められ、学内のどの研究科に所
属していても科目を履修し、単位を取得することが可能になっている。

多様な研究科の巻き込み：初年度の養成対象者は国際保健学以外の専攻の大学院生が中心
となっていたが、現在では、学内の多岐にわたる研究科の教員のサポートを得た上で、医学
系・工学系・理学系・薬学系・総合文化研究科などから幅広く養成対象者を集めており、全学的
に展開している（表 2）。プログラムの選考時には、学内の約 100 の専攻の研究室の教員に対し
て案内を配信し、個別説明などあわせて行った結果、応募者の約 2 割がこのプログラムを教員
からの推薦で認知したと回答し、プログラムの提供価値が認められたことが伺えた。
表 2 受講生の出身研究科の広がり
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

7
(7)
(0)
1

9
(5)
(4)
2
3
1
1
1

15
(4)
(11)
1

東京大学
医学系研究科
国際保健政策学専攻
その他（免疫学等）
工学系研究科
新領域創成科学研究科
薬学系研究科
教育学研究科
総合文化研究科
情報学環・学際情報学部
農学生命科学研究科
公共政策大学院

1
2

その他の大学、社会人等
合計

11
19

7
27

1
1
1
1

16
36

（事業の成果の全学的な展開）
本事業は、東京大学のグローバル化に向けた改革の重要なモデルケースとなっており、以下のよう
な取り組みを通じて、全学的に事業の成果を共有している。

国際本部との協業：海外インターンシップに派遣する学生数の増加は東京大学全体のグロー
バル化における優先課題のひとつである。大学理事からの依頼により、昨年度より全学の海外
関連プログラムを統括する国際本部と協業し、本事業で得た国際機関や海外の非営利機関へ
11



のインターンシップ派遣に関するノウハウ等を可能な限り大学に還元することで、大学としての
優先課題への取組に貢献している。
大規模な国際シンポジウムの開催：国際機関、グローバル企業、国際シンクタンクや官庁と共
同で 2 つの国際シンポジウムを開催し、のべ 200 人を動員、グローバルヘルスのイノベーション
に関する最先端動向を共有した。特に東京大学の学生に対しては、グローバルで活躍する国
際機関などのリーダー層と直接交流し、キャリア開発に役立てる機会を提供した。

(教員の意識改革)
本事業では、伝統的に大学院生に対して専門分野の研究のみに従事することを求め、海外インタ
ーンシップなどを認めてこなかった研究科・研究室を含む学内の９つの研究科から養成対象者を迎
え入れ、高学歴人材の多様なキャリアパスへの挑戦を奨励している。指導教員からの理解が得にく
い場合には、事業実施責任者自ら個別に養成対象者の指導教員と対話を持ち、説得にあたるなど、
地道に協力を要請してきた。その結果、教員の理解が得られずインターンシップ派遣を断念したケー
スは皆無となった。また、海外インターンによって学生の成長を確認した教員からは、プログラムの意
義について大変好意的なコメントを得ており、インターンシップ先との関係維持を教員自らサポートす
るケースや同じ研究室からの翌年の応募につながるケースも出てきている。加えて、平成 24 年度に
は約 2 割の応募者が教員からの紹介でプログラムに応募したと回答した。研究志向が非常に根強い
東京大学において、これらは意識改革面での大きな成果であったと考えている。
（継続性を視野に入れた取組）
 財政基盤の確立：平成 24 年度より、継続性に向けて自主財源を確保するため、実践プログラム
の座学部分において、国内ヘルスケア関連企業からの企業派遣聴講生の受け入れを開始し、
受講料収入を得ている。国内にいながら英語のみでグローバル化・リーダーシップ・イノベー
ションについて同時に学べる研修プログラムは他にほとんど例を見ないため、派遣元企業から
もプログラムの価値を高く評価していただいている。企業の側からお問い合わせいただくケー
スも多く、潜在需要の大きさを実感していることから、今後、企業派遣聴講生の人数枠の拡充
や受講料のアップなどの形での収入増をはかり、大学からの自主財源や競争的資金の確保と
ともに事業継続の財政基盤としていく予定である。加えて、グローバルヘルスはヘルスケア企
業にとって重要な成長戦略課題の一つであるため、寄附講座などの実現性も高いとみており、
すでに複数の企業と交渉を始めている。
 連携機関数の増加：実施期間終了後、本事業をアジア随一のグローバルヘルス人材養成セン
ターとして発展させていくことを視野に入れ、現在連携機関数を加速度的に増加させている。
養成対象者のインターンシップ受け入れ先となっている国際機関やグローバルに事業を展開
するヘルスケア企業、海外非営利組織、シンクタンク、海外高等教育機関など、合計約 100 以
上の組織と連携を行なっている。また、南アフリカの提携先など、インターンシップ受け入れを
経て、本事業とのいっそう密度の濃い連携を受け入れ先機関自ら提案していただいている例
もある。
② 若手研究人材の養成にあた
っては、その人材の国際的
競争力を念頭に置き、養成
後の活躍に係るフォローアッ
プを責任をもって行い、グロ
ーバルヘルス分野のイノベ
ーション創出人材のロールモ
デル提示がなされること
本事業では、若手研究人材の
国際競争力の養成のため、世界
トップクラスの国際機関やグロー
バル企業、非営利組織でのインタ
ーンシップ機会を開拓することに

図 2 インターンシップ派遣先
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力を注いでおり、これまで 10 ヶ国・23 機関へのインターンシップ派遣を実現してきた（図 2）。こういった機
関でのインターンの競争倍率は非常に高く、またインターン募集の情報があまり外に出てこないことも多
い。本事業では、教員やアドバイザリーボードが中心となって、個別の機関に対してインターンのポジショ
ンをつくっていただけるよう依頼し、また養成対象者に対しては、難関を突破するための個別指導を徹底
的に行なった。また、グローバルリーダーとして名高い講師陣から直接イノベーションやリーダーシップの
講義を受けることで、博士人材としての思考力にイノベーションとリーダーシップの資質が加わった人材と
して成長することを支援した。その結果、海外経験がこれまで全くなかった者も含めて、養成対象者がイ
ンターンシップ先で高い成果を挙げており、インターンシップを通じて難関といわれる国際機関やグロー
バル企業への就職も実現している。東京大学においても、博士課程まで日本で教育を受けた人材が国
際機関などに就職することは珍しいケースであり、先端的な事例となっている。
表 3 インターンシップ派遣実績

海外
国際機関
世界保健機関ジュネーブ本部
世界保健機関東南アジア地域事務局
世界保健機関マニラ事務局＊
国連開発計画チャド事務所
国連児童基金ケニア事務所＊
NPO、その他機関
グラミン銀行
英国専門職連携推進センター
国際下痢疾患研究センター
PATH
K-RITH
大学
ハーバード大学公衆衛生大学院
コロンビア大学
トーマスジェファーソン大学
企業
メタカルチャーコンサルティング
ストックホルム環境協会
IDEO
＊は聴講生を派遣したインターン先

国内
世界銀行東京事務所
国連人口基金東京事務所
世界保健機関神戸事務所

日本グローバルヘルス協会
高齢社会総合研究機構
労働者健康福祉機構

株式会社リプロセル

（２）所期の目標（計画・ミッションステートメント等）達成状況
①目標：年間 20 名のイノベーション人材の養成（うちインターンシップ派遣者年間 15 名
①達成状況：目標を上回っている
 平成 22 年度：19 名（インターンシップ派遣者 8 名、聴講生 7 名）
 平成 23 年度：27 名（インタ
ーンシップ派遣者 15 名、
図 3 応募者数と合格者数の推移
聴講生 12 名）
 平成 24 年度：36 名（インタ
ー ンシッ プ派遣予 定者
23 名、聴講生 10 名、企
業派遣聴講生 3 名）
現在、平成 22-24 年度のイ
ンターンシップ派遣者数は現
時点では合計 46 名となってお
り、3 年度合計目標の 45 名を
上回っている（詳細について
は p7「表 1 目標人数と達成状
況」を参照）。
平成２４年度から受講生募集の
プロセスを刷新し、「V.本事業の成
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果」で後述する方法にてプログラムの知名度を大幅に向上させた結果、平成 24 年度の応募者は前年
度の 49 名から 116 名へと 2 倍以上に増加し、23 名のインターンシップ派遣者候補を迎えることができ
た（図 3）。また、学内外での認知度が大きく向上した結果、博士課程在籍者やポスドク研究者から平成
25 年度のプログラムについてすでに多数問い合わせを受けている。自主財源も確保できていることか
ら、平成 26 年度の終了時まで当初の目標を上回ったペースを維持することが可能であるとみている。
なお、聴講生に対してはインターンシップの金銭的なサポートは行っていないが、インターンシップ
派遣者と同様に座学プログラムを履修しており、また、希望者に対しては、自費でのインターンシップを
行うにあたっての支援・指導も行っている。
②目標：大学院レベルの内容で実践的なエグゼクティブ教育を提供する。国内外の高等教育機関と
の連携により、本プログラムの認知度を上げることで、講師陣および講義・指導内容を質量ともに拡大
する。
② 達成状況：目標を上回っている
講師陣における海外の一流人材の比率を提案書策定時の想定より高め、講義の質量ともに当初計
画を上回る水準の講義を提供している。世界のトップクラスのリーダーを講師として招き、講義にきてい
ただくだけでなく、学生に対する個別指導もしていただいており、コミットメントの深さの面でも当初目標
を上回っている。
また、国内外の高等教育機関との連携については、本事業のアドバイザリーボードのチェアであり、グ
ローバルヘルス分野では世界トップのリーダーとして知られる武田薬品工業取締役（元ゲイツ財団グロ
ーバルヘルス部門総裁）の山田忠孝氏をはじめとする方々のサポートにより、全米科学アカデミー医学
部門やハーバード公衆衛生大学院等との連携が行われ、教育内容や実施機関終了後のビジョン構築
などの面でアドバイスを頂くなど、提案書策定時には想定していた以上の密度の濃いパートナーシップ
が実現している。また、国内でも数少ないグローバルヘルスの人材養成拠点として、イノベーション創
出若手研究人材養成事業採択校である東京工業大学、千葉大学をはじめとして、政策研究大学院大
学、東京医科歯科大学、聖路加看護大学などの国内高等教育機関からも養成対象者を受け入れてい
る。加えて、以下のような取り組みを通じ、「実践的なエグゼクティブ教育」を実現しつつ、講義・指導内
容の質量拡大を行なっている。
 多くの受講生が将来就職を希望しているWHOやその他の国連機関やグローバル企業などに所
属する講師陣による、最前線のイノベーションに関する講義
 世界各国の企業役員や米国の上院議員に対してリーダーシップのコーチングなどを行っている
講師陣による、自己内省や交渉学などを中心としたリーダーシップ講義
 世界的なコンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーの研修で用いられる問題
解決手法の講義。平成24年度より、過去の受講生のフィードバックに基づき、問題解決手法の実
践演習を追加、グループ演習とプレゼンテーションの指導内容を質量共に拡大
③目標：「政策立案者・研究者」「実践者」「教育者」の３つのタイプの人材の輩出を目指す
③達成状況：目標を上回っている
「政策立案者・研究者」「実践者」「教育者」の 3 つのカテゴリーのそれぞれにおいて、優れた就職実
績をあげている（p14「表 4 就職実績」を参照）。特に、「実践者」については、世界保健機構、国連開
発計画、国連児童基金、世界銀行などの国際機関や、アストラゼネカ、ノバルティスなどグローバルな
ヘルスケア業界での一流企業などへの就職が実現し、多様なキャリアパスを養成対象者に対して開
拓することができたという点で、当初目標以上の実績に達している。また、4 分の 1 は、インターンシッ
プを行った機関から、能力を高く評価され内定を得ている点でも当初の想定を超えている。
また、いったん大学に就職し、「政策立案者・研究者」「教育者」に該当するキャリアを選んだ者につ
いても、実践プログラムでの国際機関や非営利機関でのインターンシップ経験とネットワークを生かし
て、アカデミアと国際機関を往来するキャリアを志向したり、大学教員の立場と並行してベンチャー企
業を立ち上げたり等、アカデミアに限定されないキャリアを志向している。これは、養成対象者ひとりひ
とりのエンプロイアビリティを高め、キャリア構築における自信を高めた結果であると認識している。
（３） 所期の目標（計画・ミッションステートメント等）どおりに進捗しなかった事項への対処と実績
該当なし
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Ⅳ．自己評価
平成 22 年度に事業を開始して以来、世界のトップリーダーによる英語のみでの講義、海外インターンシ
ップ派遣、グローバルな職場で働く疑似体験ができる多様性に富んだ学習環境などを通じ、本事業が目
的とする「グローバルに勝負できるイノベーション人材」を育成し、国際機関やグローバル企業に養成修
了者を送り出すことができた。また、企業派遣聴講生制度などを通じて、ヘルスケア業界のリーディングカ
ンパニーで活躍する聴講生から本事業の養成対象者が直接学ぶ機会を得ると共に、企業派遣聴講生自
身が本事業の講義をきっかけとして派遣元企業に研修成果を還元する動きもあり、産業界と連携した上
でプログラムを運営する体制が築けたことも大きな成果となった。
１．進捗状況
ソーシャルメディア等を活用した費用対効果の高い広報活動を通じて本事業の認知度が学内・学外の
双方において飛躍的に向上したこと、機関内の 100 を超える関連研究室を対象に地道な募集活動を続
けたことから、平成 24 年度の養成対象者募集に際しては、定員 30 名を大きく上回る約 120 名からの応募
を得ることができた。その結果、養成対象者目標人数（3 年間でイノベーション人材 60 名、うちインターン
シップ派遣 45 名）を現状は上回っている（イノベーション人材 77 名、うちインターンシップ派遣 46 名;詳細
は p7「表 1 目標人数と達成状況」を参照）。
また、量的拡大が達成できただけではなく、教員に
対してプログラムを告知することで結果的に教員による紹
介ルートを強化することができ、また高い競争倍率を達
成できたことにより、養成対象者の質を高めることにも成
功し、講師陣からは「一流の国際機関で十分活躍しうる、
ポテンシャルの高い人材が揃っている」、また修了式に
お越し頂いたエーザイ株式会社の内藤晴夫社長からは
「非常に質が高く多様性に富んだグループであり、質問
のレベルにも感激した」とのお褒めの言葉をいただいて
いる。また、養成対象者の国際競争力を高めてきた結果、
プログラム終了者で就職した者のうち４分の 1 はインター
ンシップ先から内定を得ているほか、WHO などで有
給インターン契約を提示された者もでてきている。
表 4 就職実績
就職先実績
国際機関
世界銀行※、世界保健機関(WHO)、国連開発計画(UNDP)※、国連児童基金(UNICEF)※
民間企業
アストラゼネカ、ノバルティス、楽天
教育・研究機関
東京大学、聖路加看護大学、桐生大学、山東大学、国立成育医療研究センター
※はインターンシップから就職につながったケース

２．イノベーション人材育成システム改革状況
学内のトップマネジメントと連動し、東京大学全体のグローバル化に向けた大学改革の流れを先取りし
た先端的なプログラムを実践してきた結果、学内でもグローバル化対応教育、また、イノベーション・リー
ダーシップ教育の拠点として認知されており、プログラム立ち上げの相談や講義の依頼、国外インターン
先の紹介を多数受けている。イノベーション関連のレクチャーの一部については、広く学内外にも開放し
ており、東京大学及び我が国全体のイノベーション人材・グローバル人材の養成に貢献している。また、
積極的に他機関からも博士人材を養成対象者として受け入れており、日本で唯一英語のみで行っている
グローバルヘルス人材養成拠点としての役割を果たしている。
また、「V.本事業の成果」で詳述のように、インターンシップ受け入れ先となった国際機関などにおいて
も、日本の博士人材に対する評価を高めることができ、「インターンや正規職員として、このような人
材を今後も日本から積極的に受け入れたい」等の言葉をいただいている(p22 を参照)。加えて、企業
派遣聴講生の派遣元企業においても、聴講生がプログラムに参加したことがきっかけとなってグローバル
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ヘルス関連の事業開発が進捗する等の動きが起きていること、聴講生自身がイノベーション人材として成
長し派遣元企業に学習成果を還元するというサイクルが確立していることから、裾野の広い影響を生むシ
ステムとして発展している。そのような好循環が生まれたのは、産業界のニーズに合ったプログラムが開発
できたためであると自負している。企業派遣聴講生からも以下の様なコメントを得ている。
「受講前にはグローバルヘルスについての知識が皆無
であったにも関わらず、その最先端で活躍する人々の
知識や手法、イノベーションの事例、リーダーシップの
事例を知ることで、グローバルヘルスについての俯瞰
的な視点と知識を短期間で身につけることができました。
研修内容のバリエーションの多さも目を見張るもので、
同業のみならず、異業種、産・官・民の動きも含めた世
の中全般の広い視野に基づく意思決定の手法やマイ
ンドを学べたと思います。産業界、つまり企業でこそより
シビアなコスト意識・ベネフィット・アウトカムの評価など
ビジネス的なアプローチが求められると思いがちでしたが、グローバルヘルスの分野では、全てのステ
ークホルダーにビジネス的なアプローチが必要で求められていること、行動を起こす必要なインセンテ
ィブをどのように作り出すかが重要であることを学びました。また、グローバルヘルスの分野での WHO
やアカデミア、政府等による定量化やエビデンスに基づくアウトカムの評価などに関する講義内容は、
産業界にも同じフレームワーク、同じ手法を応用できると思われるものも多くあり、非常に参考になりまし
た。」
３．実践プログラムの開発・運用状況
本事業は、世界各地から国家元首経験者やグローバルリーダーとして知られる企業の社長・取締役クラ
スの人材を講師として招聘し、講義に加えて個別指導を受けることもできる環境を実現している。また、有
料での企業派遣聴講生制度が実現していることが示唆する通り、実践プログラムの講義内容は産業界の
ニーズに即した内容となっている（実践プログラムの詳細についてはp23-25を参照）。インターンシップ派
遣については、通常インターンの機会を得ることが難しい海外の一流機関への派遣をサポートしているこ
と、100を超える連携機関から養成対象者のニーズにあった機関とマッチングしていること、事前・事中・事
後の指導を徹底していることから、養成対象者の満足度が極めて高いプログラムとなっている。
実践プログラムの開発において特に注力しているのは、これまで専門分野での研究に専念し、研究人
材としては高い能力を有するものの、海外経験がほとんど無く、異なるバックグラウンドを持つ人と共に働
く機会なども少なかった博士課程の学生が、「グローバルに勝負できるイノベーション人材」として活躍で
きるようになるための、ステップ・バイ・ステップでの成長と多様なキャリア開発を支援する指導体制である。
以下は本事業の典型的な養成対象者からのコメントである。（尚、文中の「GHLP」とは、本事業の英語で
の名称「Global Health Leadership Program」の略である。）
「世界で最も困難な状況にある人々ために基礎研究分野の大学院生である自分が貢献できることは
何だろう」という問題意識から、GHLPに参加しました。そして、南アフリカにおけるHIVと結核の改善に
向けた基礎・応用研究および教育活動を行っている非営利機関でインターンシップを行いました。
講義を通じてグローバルヘルスについて基礎から学び、インターンシップの準備に際しては、履歴書
やカバーレターの書き方、電話での面接の受け方など大変
丁寧な指導を受けることができました。また、基礎研究分野
の専門知識とスキルを最大限に生かせるインターンシップ先
を探していた際、アドバイザリーボードのメンバーである山田
忠孝氏から「南アフリカにあなたの強みを生かせる素晴らし
い機関があるから、是非検討してみてはどうか」と直接アドバ
イスをいただくこともできました。
インターンシップでは、薬剤耐性をもった結核菌が広まっ
ている現状の中、信頼性が高く、早く、コスト効率の良い初
期診断プロセスや新療法を確立するプロジェクトに従事し、
自分の仕事の成果がダイレクトに人の生活や命に関わることに大きなやりがいを感じました。設備やソ
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ースが不十分である中で一定期間に成果を出すことを求められたため、実践的な課題解決スキルを身
につけることもできました。また、結核専門病院への訪問や地域の医療従事者とのコミュニケーションを
通じて、患者の視点についても学ぶことができ、なぜこの社会でHIVや結核がここまで広がったのかと
いうことについて深く考える機会を得たのは非常に貴重な体験でした。
GHLPの講義とインターンシップを経た現在では、アフリカにおいてグローバルヘルス分野で活動を
したいというキャリア上の目標も確立し、博士レベルで基礎研究のトレーニングを受けた自分がどのよう
な場で求められ、貢献できるかについても明確にイメージできるようになりました。」
４．実施体制
教員チームの実施体制としては、渋谷健司教授がグローバルヘルス分野での専門性確立とキャリア開
発について、我喜屋まり子特任講師がグローバルな舞台でのリーダーシップについての指導を担い、外
資系コンサルティング会社などでの勤務経験を有する特任助教が問題解決手法やプレゼンテーションな
ど産業界で求められる実務スキルの指導を行うという形で役割分担をしている。
教員がそれぞれ異なる専門性や強みを持っていること、また教員全員が国際機関やグローバル企業
の海外拠点などでの勤務経験があり（p30「表 5 プログラム実施体制」参照）、養成対象者からは「自分の
能力を多面的に伸ばすサポートをしてもらえる」「海外の国際機関や企業で活躍した経験がある教員なら
ではのアドバイスが得られる」と好評を得ている。また、学生がインターンシップに行くまでに個別面談を
ひとりあたり 10-15 回程度行い、プレゼンテーションや英語による報告書の書き方等の指導も個別に行う
など、非常にきめ細かい指導を提供していると自負している。インターンシップ中にも定期的に報告と評
価を行い、インターンシップ終了後には、就職に向けてのサポートを開始し、インターンシップの成果を就
業機会の獲得につなげられるよう個別に包括的なキャリアサポートを実施している。また、実務面におい
ては、民間企業出身のプログラム・マネージャーが企業との連携や渉外関連の業務を担い、外部との良
好な関係構築に貢献している。
５．今後の進め方
講義の内容については、インターン受け入れ先機関や企業派遣聴講生の派遣元企業からのフィードバ
ックに基づき、「官民共同の製品開発パートナーシップ」など、グローバルヘルスのイノベーション分野に
おいて重要性が高まっている領域などを特に強化していく。また、国内外の企業や国際機関との連携強
化・拡充をはかり、インターンシップの受け入れ先の多様化、養成対象者の就業機会創出支援、企業派
遣聴講生の受け入れ拡大などをめざす。
実践プログラムは、当初の目標を超えた広い範囲で発展しており、一部のインターン受け入れ先機関か
らは、双方の機関のイノベーション人材養成の強化につながるよう、機関レベルでの連携をいっそう発展
させていきたいとのお申し出をいただいている。また、実践プログラムを修了したイノベーション人材が国
際機関に就職し、現役の養成対象者や機関内の修士課程の学生などにもインターンシップの機会をつく
りだす等の好循環も生まれている。このような取組を通じて、東京大学全体としての「イノベーション人材
システム改革」への貢献度を増すことを目標とする。
６．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
実施機関終了後の継続性を視野に入れて、平成 24 年度から企業派遣聴講生モデルを軸とした自主経
費確立のアプローチを確立しつつあり、事業 3 年目としては十分な進捗であると自負している。派遣元企
業からの反響が大きく、他企業からの問い合わせも受けていることから、本事業が実践している英語での
イノベーション人材開発プログラムに対する潜在的なニーズの大きさを実感している。また、国内企業だ
けでなく、アジア各地からもプログラム参加希望の問い合わせを過去 1 年間で 50 件近く受けており、アジ
ア全体のグローバルヘルス・イノベーション人材の間での認知度・存在感も高まりつつあると認識してい
る。
今後、大学からの自主財源や競争的資金の確保に加え、企業からの寄附収入や研修生受け入れによ
る収入などを軸に、自主経費部分を拡大し、また国内外の機関との連携も拡充し、アジア地域で随一の
グローバルヘルス・イノベーション人材センターとして発展していくことを目指す。
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Ⅴ．本課題の成果
１．イノベーション人材養成システム改革状況
（１）システムの概要
本事業では、グローバルに勝負できるイノベーション人材を育成している。イノベーション人材とは、「高
度な専門的洞察力と分野横断的知識を兼ね備え、国際的な視野に立ち、研究心・起業家精神・リーダー
シップに富み、優れたコミュニケーション・スキルと精神的タフさを有し、社会変革を起こせる人材」である。
グローバルヘルス（国際保健）は、イノベーションの最前線であり、地球規模の現在と将来の保健課題（生
活習慣病、感染症、創薬、官民連携等）を扱い、イノベーション人材が最も求められている分野の一つで
ある。
グローバルヘルス分野でのイノベーション人材のキャリアパスとしては、世界保健機関や世界銀行など
をはじめとする国際機関、グローバルに事業を展開する製薬会社や医療機器会社などのヘルスケア企
業、ヘルスケア分野でのイノベーションの創出・普及に貢献する非営利組織などが挙げられる。
具体的には、以下のサイクルで人材養成システムを機能させ、外部連携機関からのフィードバックを取り
入れつつ、社会的要請やグローバル人材に求められるコンピテンシーに根ざしたプログラムを開発し、全
学的・包括的に展開することで、東京大学全体に波及効果をもたらすことをめざす。
図 4 東京大学におけるイノベーション人材養成システム





インプット：東京大学の多岐にわたる研究科（医学系研究科、工学系研究科、薬学研究科など）なら
びに国内の連携高等教育機関から、グローバルヘルスの分野でリーダーとなる志を持ち、起業家
精神などのマインドセットを有する養成対象者を受け入れ
スループット：学内と学外からの協力体制のもと、養成対象者を育成
 学内：東京大学トップマネジメントチームによる強力な支援と大学のグローバル化に向けた機関
全体の改革との連携
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 学外：
 インターンシップ受け入れ先機関：
 企業パートナー：GHLPに対して人材を派遣、対価として資金を提供
 アドバイザリーボード
アウトプット：国際機関、国際的な非営利機関、グローバルヘルスケア企業などに人材を輩出。さら
に、就職を実現した人材が本事業の養成対象者や機関内の他の学生に対してインターンシップの
機会を生み出し、機関全体に波及効果をもたらす好循環もすでに実現しており、日本の博士人材
に対する対外的な評価を高める等の意識改革も起きている。

本事業では国内外のトップリーダーをアドバイザリーボードに迎えている。アドバイザリーボードはグロー
バルヘルス分野における国内外のトップリーダーと、学内のグローバル化対応人材・イノベーション人材
育成におけるキーパーソンによって構成されており、グローバル人材のコンピテンシー、対外的なパート
ナー機関数の拡大、実施期間終了後を見据えた長期戦略のアドバイス、プログラムの対外的な認知度向
上、座学プログラムでの講師、養成対象者へのインターンシップ派遣先・就職先の紹介を含む個別指導、
などの役割を担っている。
図 5 アドバイザリーボード

（２）システムの構築状況
図2に示したイノベーション人材育成システムはすでに構築され、軌道にのっている。
イノベーション創出に資する意欲的で多様な若手研究人材を養成するという目的のもと、平成22年度の
プログラム開始時より、PDCAサイクルを回しつつさまざまな改善に取り組んだ。具体的には、養成対象者
の確保においては、初年度は国際保健専攻の学生が半分を占め応募者数も定員を少し上回る程度であ
ったところ、機関トップ層の厚い支援のもと、機関内での認知度を高める活動を重ね、平成24年度には全
学の幅広い研究科から養成対象者を集め、応募者総数も初年度の4倍に伸ばす等の成果を得た(p12
「図3応募者数と合格者数の推移」を参照）。また、講義プログラムについても、インターンシップ派遣先や
連携企業、過去の養成対象者や養成対象者の指導教官などから幅広くヒアリングを行なって改良を重ね、
ニーズは高いものの日本で高水準の講義を受けることが難しい内容（官民共同の製品開発パートナーシ
ップ、交渉力をベースとしたリーダーシップなど）を取り入れた。
また、100を超える機関との連携を行い、養成対象者のニーズに即したインターンシップ先を確保できる
システムや、インターンシップを経て実際の就職実績につなげていくサポート体制を確立していることに
加え、国際機関やグローバル企業に就職した修了者が実践プログラムをサポートする循環もできている。
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（３）企業等と連携する仕組み
企業や国際機関との連携については、以下の３つのアプローチで取り組んでいる。
① 講師として巻き込み、所属機関にインターン派遣
② 企業派遣聴講生制度
③ プログラム修了生の協力
特に②企業派遣聴講生制度については、事業継続の基盤形成やプログラムの内容を実社会のニーズに
即したプログラム設計、養成対象者のキャリア形成などさまざまな面で重要な意味を持つ取組である。

事業継続の基盤形成：国内にいながら英語のみでグローバル化・リーダーシップ・イノベーショ
ンについて同時に学べる研修プログラムは他にほとんど例を見ないため、派遣元企業からもプ
ログラムの価値を高く評価していただいている。企業の側からお問い合わせいただくケースも多
く、潜在需要の大きさを実感していることから、今後、企業派遣聴講生の人数枠の拡充や受講
料のアップなどの形での収入増をはかり、事業継続の財政基盤としていく予定である。

産業界のニーズに即した座学カリキュラム設計：派遣元企業に対して事前相談の段階でヒアリ
ングを行い、当該企業での若手人材のグローバル化への対応やリーダーシップ育成、問題解
決力養成などのニーズを確認した上で、座学カリキュラムに反映した。民間企業のエグゼクティ
ブ研修などで取り入れられている授業なども取り入れたことから、座学の内容が産業界のニーズ
に即したものとなった（講義内容の詳細についてはpp23-25を参照）。以下のコメントからも明ら
かであるように、派遣元企業・派遣された聴講生自身からも大変高い評価を得ている。
「弊社含めてこれからグローバル化が進む製薬メーカーのほとんどは、『多くの国や文化の壁
を越えて多様な人たちが共に仕事をし、共に結果を出していく組織づくり』を目指しています
が、そのような環境ですぐ適応できる人材は皆無に等しく、そのような観点からすれば、この
GHLPはまさにそれを日本にいながら体感できる、うってつけのグローバル人材育成のための
研修となると思いました。スケジュールについても社会人向けに配慮されており、日本で仕事
をしながらも、普通日本で得られない経験やスキルを身に付けることができたと感じています。
社会全体として多くのステークホルダーと協力して取り組まなければならないグローバルヘル
スの側面を知ることができ、グローバル企業に何が求められているのか・どうふるまうべきか、
利潤追求やCSR活動をどうステークホルダーに正当化し、両立していくか、これらを考えなけ
ればならない企業の幹部にとっても非常に有用な内容であったと思います。」
「ナイジェリアやバングラデシュなどの発展途上国から来ている留学生と共に学ぶ機会を得て、
企業は今後世界にどう展開していくべきか、例えば製薬会社の場合新薬の研究開発の為に
は利益を得ることが必要であるが、『高価な新薬は豊かな国にのみ、途上国には安価なジェ
ネリック薬のみ提供する』という構造が果たして適切なのかどうか、といった、企業の利益追求
と社会貢献のバランス、今後のグローバル戦略を考える良いきっかけとなりました。」


養成対象者に対するキャリア開発支援：養成対象者にとっては、志望企業の第一線で働く
先輩と交友関係を築き、キャリア開発や就職に関するアドバイスをもらうまたとない機会となって
おり、養成対象者と企業派遣聴講生は非常に活発に交流している。また、企業派遣聴講生に
は、各社でのグローバル製品開発戦略などについてのプレゼンテーションなどをしてもらうなど
の形で養成対象者が実社会でのイノベーション創出プロセスについての具体的な知識を得る
ための協力などもしてもらっている。グローバルヘルスという分野がヘルスケア業界の成長のフ
ロンティアと見なされている分野であることから、各社から優秀な人材を派遣していただいており、
若手研究人材にとってのロールモデルとなっている。
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（４）構築したシステムの位置づけ
提案書提出時の「人材育成システム改革構想」については、すでに構想を上回る水準のプログラムが
実現できている。政策立案者・実務家・教育人材のそれぞれのカテゴリーにおいてイノベーション人材を
輩出しており、通常日本の大学院から直接就職することが難しいといわれる国際機関などにおいても就
職実績を順調に達成している。これまで機関としての就職実績がほとんどなかったグローバルの組織に
おいて就職を実現した養成対象者が出ていることから、東京大学全体のグローバル化に向けた改革のな
かでも、実績を伴っている先鋭的なモデルケースとして認識されている。実際に、教員から「国際機関を
めざすならこのプログラムに参加してみてはどうか」と勧められて応募する者もおり、機関内のグローバル
人材養成の中心的な拠点として発展している。
また、プログラムで有用な経験を得た受講生が周囲の博士課程在籍中の学生に多様なキャリアパスを
開拓する力が身につくプログラムとして紹介しており、そのような認識がグローバルヘルスに関心をもつ学
生の間でも徐々に広まっている。さらに、本事業は、養成対象者以外にもインターン先の紹介やキャリア
相談なども随時行っており、博士課程やポスドクの学生のグローバルなキャリアセンターとしての機能を提
供している。平成２４年度の応募者の3割は過去の養成対象者からの推薦でこのプログラムを志望したが、
そのような志望者からは、面接時、「研究以外の多様なキャリアを開拓するきっかけとしたい」との志望理
由が多く聞かれた。
（５）システム改革の成果
（プログラムの認知度・注目度の向上）
本事業は、グローバルヘルスという世界的に注目が集まっている分野を日本で学べる数少ないプログラ
ムであり、また、全編英語で「グローバル」「リーダーシップ」「イノベーション」の３つの要素に対応した講義
を受講できるプログラムであることから、学内外のヘルスケアに興味がある若手研究人材の間での認知度
が高まっている。その結果、ソーシャルメディア上に作成した本事業の「ファングループ」には、若手研究
人材やヘルスケア企業に勤務するプロフェッショナルを中心とした200名近い「ファン」が登録しており
（https://www.facebook.com/pages/Global-Health-Leadership-Program-The-University-of-Tokyo/155
782487815870）、本事業からの定期的な発信・アップデートを受信し、グローバルヘルス分野でのイノベ
ーションをテーマとした公開講義などにも参加している。
国内で類似のプログラムが存在せず、特に、国際機関等でのインターンが可能な唯一無二のユニーク
なプログラムとなっていることから、他機関からの希望者も多く、これまでにも政策研究大学院大学、千葉
大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、聖路加看護大学などから養成対象者を受け入れている。認
知度の高まりに伴い、本事業を受講したいために東京大学の大学院博士課程に入学を希望する者も出
てきている。また、国際機関、グローバル企業、国際シンクタンクや官庁と共同で2つの国際シンポジウム
を開催し、のべ200人を動員、グローバルヘルスのイノベーションに関する最先端動向を共有するなど、
社会的なインパクトも創出しつつある（イベントの詳細についてはpp26-27を参照）。
（養成対象者の意識の変化）
本事業の養成対象者からは、養成開始時、「研究以外のキャリアを開拓したいという意向はあるが、具
体的なイメージが湧かない」「グローバルな職場で働きたいが、英語力やコミュニケーション力などのスキ
ルギャップをどのように埋めればよいかわからない」「日々研究に追われる中、自己内省の時間をとること
ができず、博士人材としての自分のスキルを生かして広く社会に貢献したいという目標に対し、どこから何
を始めればよいかわからない」といった悩みが多く聞かれた。そのようなギャップが博士人材のキャリアの
多様化の阻害要因のひとつになっているものと思われるが、本事業のインターン・講義・個別指導を通じ
て、自分のキャリアへのビジョンが明確になり、このようなギャップを埋
めることができたという実感をもってプログラムを修了する者が多い。
以下は、意識の変化に関する養成対象者のコメントである。
見明直子 東京医科歯科大学 博士課程
世界銀行・ハーバード大学公衆衛生大学院でインターン後、世界銀
行に就職
「インターンシップの経験を通じて、国際保健分野でキャリアを始める
ことができ、またリーダーシップのスキルを磨くことができました。それ
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だけではなく、人間、人生への考え方や価値観が 180 度変わる経験となりました。このような何ものにも代
えがたい経験を提供してくださった GHLP に心より感謝しています。」

水沼未雅 東京大学 博士課程
世界保健機関（WHO）精神保健部門でインターン
来年度より製薬企業に就職予定
「GHLP の講義やインターンを通じて、リーダーシップスキル、国際コミュニ
ケーションスキル、ネットワークなどを得ることができまし`た。また、さらに重
要だったのは、GHLP のプログラムの間中、自分とは何者なのか、自分の
ビジョンは何かを考え続けたことです。それにより、「精神疾患によって希望
がなく無力な状態に置かれている人がいなくなる世界を創ることに貢献し
たい」というビジョンが明確になりました。」

（機関における教員の意識の変化）
東京大学の教員の意識変化に関しては、海外インターンシップに学生を送り出すことについて当初抵
抗が見られたが、事業実施責任者が個別の養成対象者の指導教員と地道な対話を継続し、説得にあた
った結果、海外インターンに教員の反対で派遣できなかったケースは皆無となった。また、海外インター
ンに学生を送り出した教員からも、養成対象者の成長を目の当たりにして本事業の成果を高く評価してい
ただいており、多様なキャリアに対する理解が深まったとの声がきかれた。平成24年度は全体の2割の応
募者が教員からの紹介でこのプログラムを認知したと回答しており、研究志向が非常に強い東京大学に
おいてこのような形で教員からの支持が得られていることは大きな進歩であると考える。
また、正規のカリキュラム化に関しては、平成２４年度より、実践プログラムの座学カリキュラムとインター
ンシップは、それぞれ2単位ずつの大学院共通科目として認められ、学内のどの研究科に所属していても
単位を履修することが可能になった。
（インターン受け入れ先の意識の変化）
国際機関やグローバル企業で求められるコアスキルの個別指導を重視し、英語力やコミュニケーション
能力、グローバルなプロトコルでの問題解決能力などを徹底的に伸ばしてからインターンに派遣している
ため、インターンの受け入れ先となっている海外の機関からは、従来の日本人学生とは異なり、高いコミュ
ニケーション能力と問題解決力を有しているということから、本事業の養成対象者に対して高い評価を得
ている。「優秀でプロジェクトに大きく貢献した」（WHOジュネーブ本部）、「インターンや正規職員として、
このような人材を日本から積極的に受け入れたい」（WHOジュネーブ本部）、「これまで世界中から
インターンできた学生のなかでベスト」（WHO東南アジア地域オフィス）、といったコメントを得ており、イン
ターンの受け入れ先機関にとっては、日本人または日本の高等教育機関で教育を受けた博士人材への
意識を変えるきっかけとなっている
（産業界へのインパクト）
企業派遣聴講生制度を通じて、派遣元である企業にも影響をもたらしている。ある企業の事業戦略部門
から派遣された聴講生は、社内では戦略部門に所属しており、グローバルヘルスを自社の長期課題とし
て検討するプロジェクトのリーダーとなり、座学プログラムの講師とも連携しながら、自社内で新たな取組を
始めている。また、別の企業からの参加者からは、本事業の養成対象者やその他の参加者から受けた影
響として、以下の様なコメントを挙げている：
「様々な分野のトップリーダーからのインタラクティブな講義に加え、競合他社を含む社会人聴講生や
これから製薬産業に就職予定の学生の方々との交流は、自社中心の狭い視点を劇的に変化させるこ
とができたと思います。また、受講者のほとんどがグローバルヘルスやリーダーシップへ非常に強い関
心を持っており、ビジネスマンとしてのキャリアはないにも関わらず、彼らの熱いリーダーシップに感化さ
れ、刺激されることが非常に多くあり、彼らとのディスカッションを通じて人間的にも成長できたと思って
います。」
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２．実践プログラムの開発・運用状況
（１）実践プログラムの内容
実践プログラムの内容は、①講義・セミナー（4-6 月）、②インターンシップ派遣（7 月以降、最低３ヶ月
間）、③個別指導（随時）の 3 構成で成り立っている。

（講義プログラムの概要）
講義については、主に「グローバルヘルスにおけるイノベーション」「リーダーシップ」「プロフェッショナル
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としての基礎スキル育成」の３つの柱を軸として講義を構成している。
過去 3 年間に行った講義の具体的な概要は以下の通りとなっている。

グローバルヘルスにおけるイノベーション：グローバルヘルス分野での革新的製品開発や制度変
革の最前線で現場をリードしている講師による英語での討論形式の講義に加え、ヘルスケアの
課題解決に取り組む産業デザイナーの指導で実際にイノベーションを自分の手で生み出すプロ
セスを体験するワークショップなども行なっている。
 山田忠孝氏（武田薬品工業株式会社取締役；元ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団グローバ
ルヘルス部門総裁）による「グローバルヘルスにおけるイノベーション総論」
 穂積大陸氏（米国 PATH）による「グローバルヘルスにおける製品開発パートナーシップ」
 Monir Islam 氏（WHO 東南アジア地域オフィス）による「母子保健政策の最前線」
 Alison Wong 氏（産業デザイナー；スタンフォード大学非常勤講師）による「ヘルスケア分野
におけるデザインとイノベーション」

リーダーシップ：エグゼクティブ・トレーニングでも教鞭をとっている国家元首経験者やリーダーシ
ップの実践的研究者などによる講義により、ロールモデルとなるリーダー像に身近に接し、リーダ
ーの心構え、決断思考や苦悩などを直接感じ取ることのできる貴重な機会を提供する。さらに、
政治経済などのリーダーとしての基礎教養の講義のほか、自己内省を基盤として自分のミッション
やキャリア面で到達したい目標を明確化するワークショップ、性格検査を用いて自己理解・他者
理解を深めリーダーとしてのインパクトを高めることを目的としたワークショップなども行い、多面的
にリーダーシップを培う。
 ジャミール・モハウド氏（元エクアドル大統領）による「リーダーとしての交渉力」
 ケネス・クローク氏（弁護士）による「紛争解決におけるリーダーシップ」
 ジャック・ループニック氏（欧州連合理事）による「民主主義をめぐる政治史」
 ジョアン・ゴールドスミス氏（米国上院議員トレイナー）による「自己内省から始めるリーダー
シップ」
 ギブス仁子氏（エグゼクティグ・コーチ；元資生堂アメリカ社長）による「リーダーとしてのイン
パクトを高めるための自己理解・他者理解」

プロフェッショナルとしての基礎スキル育成：国際機関やグローバル企業における海外インターン
で活躍するために不可欠である基礎的なスキルを培う。グループでの講義と個別指導によるきめ
の細かいサポートを提供している。
 ロジカル・シンキング、問題解決の基本
 英語コミュニケーション（ライティング、プレゼンテーション）
（フィードバックに基づく継続的な改善）

講義の内容充実：講義の内容については、養成対象者やインターンシップ派遣先に入念なヒアリン
グを行った上で、毎年改善を重ねている。例えば、平成 24 年度については、前年度の養成対象者
に対し、「インターンシップに行く前に、どのような知識やスキルをもっと磨いておきたかったか」とい
う質問をした結果、国際保健の予備知識がない専攻の学生を主対象とした「グローバルヘルスの基
礎知識」の講義を追加し、また「ヘルスケア分野でのイノベーションについてのより実務的な知識を
得たい」との声に応えて、製品開発イノベーションに関する講義を追加し、受講生はもちろんのこと
グローバル化を進める企業からの参加者からも高い評価を得た。さらに、問題解決法の講義にグル
ープ演習とプレゼンテーションを追加し、受講生は 1 ヶ月かけてあるグローバルヘルス課題につい
ての WHO への提言をまとめ、実際のインターンシップの現場で行うことになる業務を疑似体験する
というプロジェクトを導入した。また、インターンシップ派遣先からは、博士課程の人材としてのライテ
ィング力などを強化してほしいとの声が聞かれたことから、ライティングの授業を導入した。さらには、
シンポジウムなどを通して、国内における本事業や当該分野の啓発および社会的インパクトの向上
を行うとともに、社会からの要請を講義に反映させることに努めた。

フィードバックの個別指導などへの活用：毎回の講義の終了後すぐにオンライン・アンケートを実施
し、即時的にフィードバックを得ている。このアンケートから、講義への全体的な満足度や理解度を
確認すると同時に、ひとりひとりの養成対象者が何についての学びを深め、何については理解が不
足しているかといったことを確認し、個別指導や次回以降の講義に役立てている。例えば、アンケー
トでは、「講義中、理解することが難しかった概念などは何か」といった質問を毎回必ず聞いており、
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傾向を把握した上で、講義に招聘する予定の講師に対して「こういった概念を扱うときには、演習な
どと組み合わせて、学んだ内容が定着しやすいようにしてほしい」等の要望を出し、講義内容をより
わかりやすくするための改善を行なっている。
（講義を通じたグローバルスキルの育成）

英語によるコミュニケーション能力の向上：講義および討論はすべて英語で行われ、受講生は毎回
100 ページほどの文献を読み、講義でのディスカッションに備える。養成開始時には多少英語力に
不安のある養成対象者でも、3 ヶ月の講義期間を経て海外インターンシップに送り出すまでには、現
場で活躍できる水準までの英語力（プレゼンテーション及びライティングスキル）を向上させられるよ
う、徹底的な指導を行なっている。

多様性の尊重（異なるバックグラウンドを持つ人と働くスキルの養成）：当プログラムは、国籍や専攻、
キャリア志向性の面で多様性に富む形で受講生を構成しており、単に異なる分野の講師陣から教
わるというだけでなく、異なる専門性を持つ学生がお互いに学び合う学習モデルをとっている。実際、
グローバルヘルスの職業の現場では、さまざまな国籍や専門性を持つ者同士が協業しあうことにな
るため、多様性に富む教室で学ぶという経験そのものがグローバルヘルスのキャリアの入り口に立
つ準備となっている。授業の中のグループワークなどでは毎回別のバックグラウンドを持つ学生とチ
ームを組む等の工夫をしているため、受講生からも、異なる価値観やバックグラウンドを持つ人と働
く難しさを肌で実感すると同時に、多様な考え方を持ち寄ることで質の高い解決策が生まれることを
知る機会となった、海外インターンシップに行く前にインターナショナルなチームで働く疑似体験が
できたことが非常に良かった、等の評価を得ている。
（２）企業等における長期間の取組
当プログラムの最大の特徴は、大半の養成対象者が海外で長期インターンシップを行うことである。過去
に派遣した国は10ヶ国、23機関に及んでいる。
図 6 インターンシップ派遣先

（機関との連携）
これまで、世界各国の23の機関へのインターンシップ派遣を実現した。また、養成対象者の希望に合う
機関を紹介できるようにするため、新たな受け入れ先を随時開拓しており、現在、インターン受け入れが
可能な提携先は100機関を超えている。
通常、国際機関などでのインターンは非常に高倍率であり、ある国際機関の人事担当者によると、日本
の大学院生はアピール不足などで突破できないことも多いとのことである。また、WHOなどではインターン
シップのポジションの5%しか公募されておらず、公募されていない案件を見つけてくること自体が通常は
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非常に難しい。
本事業では、教員やアドバイザリーボードのグローバルなネットワークを総動員して、まず養成対象者
が入り口に立つためのサポートを力を尽くして行う。その結果、通常インターンシップを行うことが難しい
WHOで9件のインターンシップをすでに実現しており、その他、国連開発計画（UNDP）や国連児童基金
(UNICEF)、グラミン銀行、PATHなどでも実現しているのみならず、受講生のインターン先での活躍により、
受け入れ先からさらなる受け入れ希望の要請も来ている。
また、インターンシップ先の多様化のため、平成24年度からはヘルスケア企業へのインターンシップ派
遣にも力を入れており、バイオベンチャーなどへの派遣実績も出てきているほか、企業派遣聴講生制度
で関係が構築できた製薬企業からも受け入れに対して積極的な姿勢を示していただいている。
（マッチングのプロセス）
当プログラムでは、インターンシップ先確保までのプロセスにおいて、できるだけ養成対象者自身が主
導する形で行うこととしている。まず、養成対象者は選考時に希望のインターンシップ先をリストアップし、
そこで働きたい理由も明確にした上で、面接時に簡単にプレゼンテーションを行う。合格後すぐに、メンタ
ーと面談を行い、インターンで自分が得たいこと、将来のキャリアにどのようにつなげていきたいかをじっく
り考え、自ら情報収集したり、その組織で働く人や過去にインターンをした人などをプログラムのネットワー
クで紹介したりしながら、実情を確認させる。行きたいインターンシップの希望先については、随時更新し
ていく。また、養成対象者の希望する機関・分野をリードしている講師が講義に来たときには、個別面談を
セットアップし、「この分野をやりたいならこの部署がいいのではないか」「このスキルを磨くのであればこの
機関に行ったほうがよい」等のアドバイスを得る。こういったプロセスを経て養成対象者は最終的な応募先
を確定する。
機関に対しては、まだインターンシップ派遣が実現していない機関も含めて定期的に面談を行なってお
り、博士人材のインターンシップ生へのニーズをリアルタイムで把握している。そのため、養成対象者がい
ったん応募先を決めてからは、新規開拓でない限りは非常に速いスピードでマッチングが行われる。
（養成対象者への個別指導とフォローアップ）
個々の養成対象者が国際競争力をもつ人材として成長するために、「インターンシップに行くこと」だけ
ではなく、「インターンシップで活躍し、その後のキャリアにつなげる」という高い目標を設定し、養成対象
者ひとりひとりにメンターをつけ以下のように、徹底的な事前指導とフォローアップを行なっている。





インターンシップ開始前：養成対象者ひとりあたり 10-15 回の個別面談指導を行い、以下のような指
導を重点的に行なっている。
 将来のキャリアの方向性や就職に向けて伸ばしたい能力などを明確化、応募先を確定
 履歴書や志望書などの応募書類において、どのような自己アピールをすべきか、英語でのコミ
ュニケーションにおいてはどういった点に注意が必要かといった点を含めて、きめ細かく指導
 面接のアポイントメントがとれた段階で、英語での模擬面接を数回行い、初めて英語での面接
を受ける者でもスムーズに面接がこなせるようになるまで練習
 派遣開始が決まった段階で、ワークプラニングの仕方、チームでの効果的な働き方などを指導
 インターンシップ出発前に、インターンとして働くにあたっての心構え・注意事項などをガイドラ
イン化、全体ミーティングで指導
インターンシップ期間中：期間中、2 週間に１回程度の報告書を提出させ、インターンシップ中に養
成対象者が抱えている問題などに対し、リアルタイムでアドバイスを提供している。
インターンシップ終了後：レポートを提出させ、インターンシップでの学びを振り替えさせると同時に、
就職に向けてのガイダンスや面接準備サポートなどを実施している。

（３）機関が主体となって行う取組

大規模な学内イベントの開催：これまで 2 つの大規模なイベントを開催、のべ 200 人を動員した。こ
れらのイベントを通じて、グローバルヘルスのイノベーションに関する最先端動向を学内に共有し、
また、学生に対してグローバルで活躍する国際機関などのリーダー層と直接交流し、キャリア開発に
役立てる機会を提供した。また、今後も世界銀行とのイベントなどを企画している。
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世界的に権威のある学術誌「ランセット」誌とのコラボレーションで、民間企業・財務省・外務省と
の共催により、グローバルヘルスの分野での世界的なリーダーを招聘したイベントを開催、グロ
ーバルヘルスのイノベーションやキャリアに関する動向を共有した。
 医療政策機構との共催シンポジウムにおいて、国際機関のトップリーダーを招聘、学生と直接
交流し、キャリア開発に役立てる機会を提供した。
 上記に加え、秋には世界銀行との共同イベントや、バイオベンチャー企業などからイノベーショ
ンを学ぶためのイベントも開催予定である。
招聘講義・セミナー：当プログラムは学内外でも先鋭的な取組として認知されており、グローバル人
材に関する講義やリーダーシップ教育に関する講義を学内外からの要請に応じて教員が随時行な
っている。例としては、マイクロソフトの樋口泰行社長などもスピーカーとなった「グローバル時代をど
う生きるか」シリーズでの学部学生への出張講義、学外での製薬企業やグローバル企業に対する講
演、学内外でのグローバル人材教育の勉強会でのプレゼンテーションなどが挙げられる。いずれも、
本事業における先駆的な取り組みが紹介され、大きな関心を集めるとともに、将来的な連携先や受
講生の開拓、本事業の広報および社会的啓発活動として重要な役割を果たしている。
ソーシャルメディアを用いた発信：受講生のリーダーシップ養成のため、プログラム運営の様々な局
面において自発的な取組を推奨している。その取組のひとつとして、ソーシャルメディアにおけるプ
ログラムのファンページを開設が挙げられる。現在 200 人以上の登録ユーザーに対して、グローバ
ルヘルス分野の最新動向や、公募インターンシップ情報、講義プログラムからの受講生の学びなど
について、養成対象者のボランティアチームが記事を書き、発信している。また、受講生限定のペ
ージもあわせて開設しており、講義からの学びやインターンシップで得たグローバルヘルスの最新
動向などを他の受講生と共有し、またプログラム運営側からは就職に役立つ公募情報などを流すな
どの形で、活発な交流を行なっている。
「卒業生」による「現役生」へのアドバイス：講義プログラム期間中に、当プログラムの過去の修了生
が、現役の養成対象者にアドバイスを提供する機会を数回設けている。主にインターンシップに焦
点をあて、どのようにインターンシップ先を見つけたか、どんな仕事をしたか、どんな点が大変でどん
な準備をしておけばよかったか、等について過去の参加者がプレゼンテーションをし、現役の養成
対象者からの質問に答えるという方式をとることにより、お互いに学び合うとともに受講者同士のネッ
トワーク形成にも役立っている。

（４）若手研究人材の公募・選抜方法
（公募・選抜の運用方針）
応募者のインターンシップへのコミットメント、アカデミア以外のキャリアへの志向性、リーダーシップの
資質などを見極めるため、応募書類・推薦状・面接を通じた多角的な評価材料をもとに、ひとりひとりの審
査に多くの時間を費やして行なっている。また、応募時からすべてのプロセスを英語で行なっている。
1. 書類審査： 応募者は下記の書類を提出する。
 英文での 2 つのエッセイ（プログラムを志望する理由、インターンシップの希望先とその理由）
 英文履歴書
 指導教授による推薦状とインターンシップ参加への同意書
2. 面接：養成対象者の資格を満たしている者については、よほどの事情がない限り、全員とひとりあた
り 1 時間程度の英語での面接を教員３名が行い、書類だけでなく多面的かつ公平な審査を行なうよ
うつとめている。毎回必ず 2 名以上の面接者が同席し、1 人の意見だけでは選考の意思決定をしな
い、一度の面接で見極められなかった者については、別の面接官が再度面接するようにする等、意
欲と能力をもった学生を安易に落とさないよう十分な配慮を行なっている。また、面接においては、
インターンシップへのコミットメントや将来のキャリア志向について重点的に確認している。尚、次回
選考時より、企業派遣聴講生制度で連携している製薬企業から面接官を派遣していただく予定で
ある。
3. 最終合否選考：アドバイザリーボードのメンバーに加わっていただき、選考判断の要旨をシェアした
上で、イノベーション人材としての潜在力を適切に評価できているか、特定の層の人材に偏った選
考結果となっていないかといった点を確認いただき、公平性・透明性を確保した上で、養成対象者
の合否を最終的に確定している。
28

（公募方法）
以下のような周知活動を試み、低コストで応募者の質・量を大きく改善することに成功し、高い費用対
効果を実現している。平成 24 年度は、2 ヶ月にわたり徹底的な周知活動を行った結果、定員を大きく上回
る約 200 名からの応募を得て、年間目標を上回る 36 名の養成対象者候補（うちインターンシップ派遣予
定者は 23 名）を確保することに成功した。

学内の 100 近い大学院研究科に個別にアプローチし、教員に優秀な学生の紹介を直接依頼
 養成対象者候補となる学生が毎日のように接しているソーシャルメディアなどを効果的に活用。特
に、ヘルスケアに関心を持つ人が注目しているプロフェッショナルなどに告知を依頼
 学内の博士人材のキャリアイベントやヘルスケア関連の英語での講演会など、理系博士課程学生
が集まるイベントで広告を配布
 応募の前段階の「興味あり」の段階で登録してもらうシステムを導入し、「興味あり」に登録したが応
募に至っていない候補者に逐次フォローアップ、応募を奨励
（公募時期）
通常のサイクルとしては、12 月から 2 月にかけて応募書類を受けつけ、2 月いっぱいで面接を行なっ
ていたが、締め切りを過ぎて以降も問い合わせが多数あること、年度後半にも講義プログラムを実施でき
ることになったことから、平成 24 年度に関しては、6 月から 9 月の間にも応募を随時受け付ける仕組みを
立ち上げている。
（応募者数・採用数の推移）
プログラムの認知度の向上とともに、以下のペースで応募者数を急激に伸ばしている(p7「表 1 目標人
数と達成状況」を参照)。今後、自主経費の拡大と共に、採用数も当初目標を超えて増やしていく予定で
ある。また、事業開始当初は半分の養成対象者が国際保健専攻であったが、現在は全学的な事業展開
を行なっているため、さまざまな研究科から養成対象者を迎え入れている(p10「表 2 受講生の出身研究
科の広がり」を参照)。
（選考基準）
以下の選考基準を応募書類に明記しており、選考基準に沿って書類と面接の評価を行なっている。

グローバルヘルス分野で今後キャリアを開発していくことに対する強い意思

博士人材としての知的能力・実績・探究心

リーダーシップの資質・倫理観

3 ヶ月の講義と 3 ヶ月のインターンシップを完了することに対するコミットメント

基礎的な英語力
尚、聴講生については、上記の要件に加え、「養成対象者に対し新たな視座を提供したり、キャリア開
発などにおいて有益なアドバイスを与えたりできる能力と経験を有する」という基準で選考しており、高度
な専門知識を有する博士課程の学生のほか、養成対象者が志望する企業などで活躍する社会人などを
厳選して受け入れている。
（５）若手研究人材の評価方法

修了認定の方法：講義プログラムとインターンシップをすべて完了した時点で修了認定を行ない、
すべての養成対象者がインターンシップを終えた6月末に修了式を行なって、修了証書を授与して
いる。平成22年度の修了式には武田薬品工業取締役の山田忠孝氏、平成23年度の修了式にはエ
ーザイ株式会社社長の内藤晴夫氏に基調講演を行なっていただき、修了者と直接交流をしていた
だくなかで励ましのお言葉などをいただいている。尚、以下を修了の要件として、プログラム参加時
の合意書にも含めている。
 講義の出席（欠席は2回まで）
 3ヶ月間のインターンシップの完了
 プログラム参加時に合意している倫理規定、インターンシップ派遣にあたってのルールなどを定
めた独自ガイドラインの遵守

評価方法：以下の判断材料を基に、イノベーション人材としてどのような成長が見られたかといった
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観点からの評価を行なっている。
 講義での発言内容
 講義プログラム中の提出物（レポート等）の評価
 グループでのプレゼンテーションなどにおける、着眼点・問題解決力・チームワーク・プレゼンテ
ーション力等の総合評価
 インターンシップ期間中2週間に1回のレポート
 最終レポート
（６）実践プログラム実施の成果
実践プログラムにおいては、養成対象者ひとりひとりが国際競争力を持つイノベーション人材（、「高度
な専門的洞察力と分野横断的知識を兼ね備え、国際的な視野に立ち、研究心・起業家精神・リーダーシ
ップに富み、優れたコミュニケーション・スキルと精神的タフさを有し、社会変革を起こせる人材」）として成
長することを支援することを主眼に、個々の若手研究人材の成長ニーズに応じた指導を行なっている。成
長ニーズの類型ごとに以下のような成果を達成している。

基礎研究などに従事してきた研究人材の場合：各々の研究分野で優れた実績をあげている人材が
多く、イノベーションを生み出す力の素養を持っている者が多い。一方で、グローバルヘルス分野で
の基礎知識が不足しており、また、国際機関や企業などで働く上で必要とされる高度なライティング
能力やプレゼンテーション、対人コミュニケーション能力などの面で改善余地が大きいなどの課題が
あった。また、日頃、研究室で同じ専門分野の人と長時間過ごしているため、他の専門分野の人と
働くことへの不安があるとの意見も多く聞かれた。こういった成長ニーズを持つ養成対象者に与える
ことができたインパクトとしては、以下の様な例が挙げられる。
 インターンシップ前にライティングやコミュニケーションの個別指導を徹底して行い、国際機関の
政策立案・ガイドライン策定などの業務に従事できる力を育成。その後、さらにインターンシッ
プでの実務を通じて、コミュニケーション能力を高めた。
 専門分野の異なる受講生とのグループワークなどを経験することで、自分と異なる思考回路・価
値観を持つ人と共に問題解決を行う経験を経てインターンシップに行き、実践の場でさらに異
分野・異文化の人材と共に働く中で、グローバルヘルスという分野横断的・国際的な領域で成
果を上げるための基礎トレーニングができた。
 グローバルヘルスの基礎知識に関する集中トレーニングを実施することにより、元来有している
イノベーションを生み出す上での潜在能力をグローバルヘルス分野でどのように発揮すれば
よいかという具体的なアイデアが持てるようになった。

海外経験が不足している人材の場合：当プログラムの養成対象者の約3分の１は、海外留学の経験
などを持っておらず、日本にいながら独自で英語力を磨いてきた学生である。選考基準として、英
語での講義を理解し、参加できるだけの英語力を求めているため、講義プログラムの面では問題は
ないが、海外インターンシップの機会を獲得したり、インターンの現場で活躍したりする水準には達
していなかった。英語での講義期間中、毎回100ページ程度のリーディングや英語でのディスカッシ
ョンを通じて基礎的な英語力を向上させたほか、個別指導においても、海外インターンシップ応募
先に提出する応募書類の推敲や英語での面接指導を特に丁寧に行った。また、語学力だけでなく、
グローバルな職場で求められるコミュニケーション・スタイルや仕事の進め方のプロトコルなどについ
てもあわせて指導した。その結果、海外経験がゼロの学生でも国連機関などでのインターンシップ
機会を獲得し、インターンシップ先からも高い評価を得て、インターン就職後もグローバル企業への
就職などを志向するなどの成果を得た。
このように、個別の成長ニーズに基づいて、博士人材としての思考力や専門性を基盤として不足してい
るスキルを補う形での個別指導を行った結果、養成対象者が難関とされる国際機関やグローバル企業な
どでの多様な就業機会を実現していることが本事業の最大の成果のひとつであると考えている。

３．実施体制
（１）センターの構築
事業開始時より、東京大学医学系研究科のみにとどまらず、機関内の他の研究科、グローバルヘルス
に強い関心を示す国内ヘルスケア企業、国際機関や国内外の高等教育機関などと連携した強固かつ実
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践的な実施体制構築に務め、着実に成果を上げている。
プログラムの実施運営体制は、現在以下の通りとなっている。
表 5 プログラム実施体制
役職
教授/プログラム実施責任者
特任講師/プログラムディレクター

氏名
渋谷健司
我喜屋まり子

特任助教（常勤）

甚上直子

特任助教（非常勤）

山崎繭加

プログラム・マネージャー

滝澤由加里

海外企業・国際機関での職務経験
世界保健機関ジュネーブ本部（スイス）など
国際連合教育科学文化機関パリ本部（フラ
ンス）、戦略国際問題研究所（米国）など
マッキンゼー・アンド・カンパニー
サンフランシスコ支社（米国）
ヘンリー・L・サイモン・センター（米国）、
ハーバードビジネススクール 欧州研究セン
ター（フランス）
(国内外資系企業などでの勤務経験有)

また、センター機能は以下のように発展してきた。
 平成22年度：教授・講師・プログラム・マネージャーで事業を開始。平成22年度の第一段階として
は、教授・講師のネットワークで国際機関との関係を強化し、インターンシップ派遣の基盤形成の
ほか、インターンシップ派遣の規定や受講者の選定基準などの策定にも着手した。
 平成23-4年度：養成対象者に対する指導や産業界との連携強化のため、民間企業勤務経験を
有する助教を採用し、ロジカル・シンキングをベースとした問題解決手法の指導やインターンシッ
プ派遣に際しての事前指導の内容を強化。加えて、企業派遣聴講生制度を確立。また、それぞ
れのメンバーが学内の教員との連携を深めて、その結果、医学系研究科のみならず、幅広い研究
科から養成対象者を集め、全学的に展開するための仕組みを構築した。養成対象者以外にもイ
ンターン先の紹介やキャリア相談なども随時行っており、博士課程やポスドクの学生のグローバル
なキャリアセンターとしての機能を提供している。
（２）機関の実施体制
事業開始時より、以下のような実施体制を構築した。

事業統括：濱田純一総長を総括責任者とし、松本洋一郎研究担当理事が総括補佐担当者として、
また、江川雅子国際化担当理事がアドバイザリーボードの一員として、当事者として事業に関与
し、学内での推進体制強化支援や事業の戦略面のアドバイスなどを担当している。

機関事務局：3-(1)に上述した体制で機関事務局を運営しており、養成対象者募集、講義プログ
ラムの設計、インターンシップ派遣、養成後のフォローアップなどの実務を担当している。

意思決定・承認組織：外部機関との連携における戦略、事業の継続に向けた取組、選考プロセス
のガイドラインなど、すべてアドバイザリーボードの承認のもと最終的な意思決定を行っている。

養成対象者支援組織：過去の講師陣や国際機関・グローバル企業等で活躍する若手の日本人
が「エグゼクティブ・メンター」として養成対象者へのキャリア開発上のアドバイスなどを個別に行っ
ている。過去にもエグゼクティブ・メンターからの紹介を通じたインターンシップ派遣などが実現し
ている。

その他関連部門：国際本部、個別の研究科内のキャリア支援オフィス、管理部門等とも協業する
体制を実現している。
（３）他機関との連携状況
 養成対象者受け入れにおける連携：イノベーション創出若手研究人材養成事業の採択校である千
葉大学、東京工業大学をはじめ、政策研究大学院大学、東京医科歯科大学、順天堂大学、聖路加
看護大学からこれまで養成対象者を受け入れている。一定の規模をもって、英語のみでグローバル
ヘルスの人材養成を行っている拠点は国内で当機関のみであるため、グローバルヘルスとグローバ
ルなキャリア開発に関心がある幅広い博士人材に対して門戸を開き、人材養成拠点としての役割を
果たしている。
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インターンシップ受け入れやプログラム内容充実のための連携：国内外の100を超える国際機関・グ
ローバル企業・シンクタンク・高等教育機関との連携を行っている。
対外的な発信・啓蒙活動における連携： 「Ⅴ．本課題の成果」でも詳述のとおり、グローバルヘル
スのイノベーションに関して対外的に発信をするため、企業や政府機関の支援のもと、世界的に権
威のある学術誌「ランセット」誌、日本の科学技術分野でのリーダーである黒川清氏が代表理事を
務める「医療政策機構」と連携をしてイベントを行い、のべ 200 人を動員した（イベントの詳細につい
ては pp26-27 を参照）。平成 24 年度秋には、世界銀行との共催イベントも行う予定である。こうした
対外的な発信を通して、国内における本事業や当該分野の啓発および社会的インパクトの向上を
行うとともに、社会からの要請を事業内容に反映させることに努めた。
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Ⅵ．今後の計画
１．事業終了時の達成目標
（１）所期の目標の達成見込みと対策
現時点で目標を上回る進捗を達成しているが、4−5 年目にいっそうの進捗を達成できるよう以下の点
に力点をおいて取り組む。
① 養成対象者の就業支援：過去の養成対象者は受講時に博士後期課程の 1-2 年生だった者も多く、
今後就職に向けた取組が本格化するため、インターンシップ派遣や企業派遣聴講生制度で関係を
構築した国際機関や企業と就業支援の面でも連携を強化し、インターンシップで派遣した先から内
定をいただくケースや、就業先のご紹介をいただくケースなどを増やしていきたいと考えている。イン
ターン期間中に養成対象者が能力を最大限に発揮し、インターンから内定を得る確率を高めるため、
インターン中に従事する実務内容から求められるスキルを詳細に分析し、今後の講義や個別指導の
内容に反映する。また、これまでインターンシップ派遣機関数の拡大にご協力いただいたアドバイザ
リーボードのメンバーなどに、今後は就業支援も含めて助言をいただく予定である。
② より多くのイノベーション人材の育成：昨年度来、学内でのプログラムの認知度が大きく向上した結果、
養成対象者目標人数を現状上回っているが、引き続きこのペースを維持し、自主財源も活用してひ
とりでも多くのイノベーション人材を育成することを目指す。特に、平成 24 年度は教員からの紹介が
増加したが、さらに教員紹介ルートに開拓余地があると考えている。機関内の教員の意識改革にもつ
ながることから、研究室訪問件数を増やす等の方法を計画している。

(２）目標達成への４、５年目の人材養成システム改革
今後、人材養成と事業終了後の継続性の双方の観点から、有給でのインターンシップの比率を徐々に
高めていくことと、実践プログラムの内容を国際機関や産業界の人材養成ニーズを先取りしたものにアッ
プグレードすることを計画している。

有給インターンの実績拡大：過去にも、国際機関でインターンシップを行った養成対象者が有給で
の契約をオファーされるケースがあったが、養成対象者のイノベーション人材としての能力を認めて
いただくことで同様のケースをより増やしていけるものと考えている。有給インターンシップの実績は、
養成対象者本人の実績となり、就業のチャンスを高める契機になるため、機関側に対する働きかけ
と養成対象者の能力向上の双方の面において最大限に支援をしていく。また、有給インターンの実
績が増えることで、実施期間終了後の事業継続がよりスムーズになるとみている。

実践プログラムの内容のアップグレード：今後の就業支援強化、企業派遣聴講生の人数枠拡大、
将来の企業からの寄附講座への発展可能性などを考慮し、実践プログラムの内容をより国際機関
や産業界の人材養成のニーズを先取りしたものにしていく。特に、グローバルヘルスはヘルスケア
企業の成長戦略にとって重要な課題である一方で、国内での情報量や研修機会が不足しているこ
と、また公的機関である国際機関ではイノベーションへの対応が後手になりがちであることなどを考
慮し、講義プログラムの中でも「グローバルヘルスにおけるイノベーション」の柱を特に強化していく
ことで、当プログラムの養成対象者の競争力強化と連携している機関のニーズ対応をめざす。特に、
平成 24 年度に講義としてとりいれた、「官民共同の製品開発パートナーシップ」というテーマについ
ては、イノベーション人材養成の目的に合致している上、養成対象者・企業派遣聴講生の双方から
の反響が非常に大きく、日本国内での対応が遅れている分野でもあるため、プログラムの目玉の分
野として発展させていくことを検討している。
（3）所期の計画の変更、目標の修正
必要なし

２．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
（１）実施期間終了後における人材養成システム改革と実施体制および資金計画
実施期間終了後は、アジア随一のグローバルヘルス人材養成センターとなることをめざし、東京大学内
の関係者との連携を強化しつつ、人材システム改革の推進と資金調達の基盤形成に今後いっそう注力し
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ていく。
前提としては、以下のモデルを想定している。
 実施体制：現状と同規模の体制を想定している。
 資金調達：持続的・安定的なプログラム運営のため、複数の収入源を確保できるよう努める。
 寄附講座収入：ヘルスケア企業各社から複数名の若手の幹部候補生を受け入れるほか、役員
を対象とした集中研修講座なども行う。グローバルヘルスは、ヘルスケア企業各社にとって重要
な戦略課題であることから研修テーマとしてのニーズが高い分野であり、英語のみの授業でグ
ローバル化にも対応できることを考慮すると、付加価値の高い研修講座となりうる。5 社より、各
社最低 500 万円ずつ拠出いただいて合同寄附講座とすることを前提としているが、すでに企業
派遣聴講生制度などを通じて、潜在的なニーズの高さについては確認ずみであり、収入目標
に到達することは十分に可能であるとみている。
 海外インターンシップ費用の受け入れ先機関による負担：毎年 15 名程度は、インターンシップ
受け入れ先機関で費用を負担していただく。
 学内自主経費
 競争的資金
 運営：プログラム受講対象者を 2 倍とし、講義プログラムの開講回数を定員増にあわせて増やす。定
員増員分は、東京大学内の博士人材、上述の寄附金提供元企業からの研修生の受け入れ、アジア
域内の国際機関や大学からの研修生の３つのカテゴリーから獲得する。アジアからの研修生につい
ては、英語のホームページを窓口として過去 1 年に 50 件近くの問い合わせを受けており、潜在的な
ニーズは大きいものと考える。尚、講義プログラムの開講回数増に関しては、最小限のコスト増で対
応可能であると考えている。現在、海外からの講師招聘コストは大半が渡航費であり、プログラム規
模を 2 倍にし、講義回数をもう 1 回増やしても、講義謝金の増分が大幅なコストアップにつながること
はなく、十分に実現可能であると考えている。
 人材養成システム：現状のシステムを基盤として、アジア随一のグローバルヘルス人材養成センター
として発展させることをめざし、アジアの高等教育機関や企業、政府機関とも連携をはかる。
表 6 実施期間終了後の年間収入計画
費目
金額
（百万円）

寄付講座収入
25

海外インターンシップ費用の
15
受け入れ先機関による負担

学内自主経費
5

競争的資金
5
計
50

前提
500 万円の寄付金を 5 社から獲得
100 万円☓15 名

（２）取組の継続性を確保するため機関・組織の長のコミットメント
今後の本取組の継続性については、機関のトップ組織と定期的に討議を行っている。東京大学におい
ては、グローバル人材養成を志向するプログラムは他にも存在するものの、本取組は英語のみで開講さ
れていること、世界トップクラスのリーダーから直接講義を受けられること、インターンシップでの実務経験
や企業派遣聴講生との交流を通じて就業機会に直接つながる取組となっていることから、「グローバルな
競争のなかで活躍できる人材を育てる」という大学全体の改革の意向に沿ったモデルケースとなっている。
東京大学において、博士人材の養成を統括している松本理事と国際化関連事業を統括している江川理
事も本取組の価値を高く評価しており、事業運営統括担当者ならびにアドバイザリーボードのメンバーと
して、事業推進と今後の継続・発展に向けて協力を得ている。
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Ⅶ．付録
表．１取組の実施状況
実施日
取組内容
実施期間以前の主な取 医療政策人材養成講座の開催 （平成 16 年～21 年）
り組み
2 週間の国際保健クラークシップの開催（平成 22 年 7 月）
平成 22 年 8 月 2 日
グローバルヘルス・リーダーシップ・プログラム事務局を新設、専任スタッフ
を雇用し運営を開始。
平成 22 年 9 月 22 日
第 1 期プログラム運営委員会開催
平成 22 年 10 月１２日
第１期受講生募集開始
平成 22 年 11 月 7 日～ 受講生選考委員会による審査・選考結果通知/19 名（うち 7 名は聴講生）
12 日
入学決定
平成 22 年 11 月 24 日
第 1 期生 19 名（うち 7 名は聴講生）受講開始 （～平成 23 年 5 月 30 日）
平成 23 年 2 月 22 日
第 2 期プログラム運営委員会開催
平成 23 年 3 月 1 日
第 2 期受講生募集開始
平成 23 年 2 月 25 日
Global Health Forum 2011 開催
平成 23 年 3 月 22 日～ 受講生選考委員会による審査・選考結果通知/27 名（うち 11 名は聴講生）
31 日
入学決定
平成 23 年 5 月 11 日
第 2 期生 36 名受講開始（うち 13 名は聴講生） （～平成 24 年 5 月 11 日）
平成 23 年 8 月 31 日
Education of Health Professionals for the 21st Century セミナー開催
平成 23 年 12 月 13 日
第 3 期プログラム運営委員会開催
平成 23 年 12 月 22 日
平成 24 年 2 月 1 日～3
月 23 日
平成 24 年 4 月 11 日

第 3 期受講生募集開始
受講生選考委員会による審査・選考結果通知/36 名（うち 10 名は聴講生）
入学決定
第 3 期 36 名受講開始（～平成 24 年 3 月 31 日）

平成 24 年 8 月 1 日

米国バイオベンチャー Acucela 社 代表取締役会長 社長兼 CEO 窪田
良を招き、オープンセミナー開催

表２．セミナー等実施状況
課題名

Global Health Forum 2011

実施日

平成 23 年 2 月 25 日午前 9 時 30 分～午後 19 時 00 分

場所

ホテルニューオータニ

形式

シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（

対象者

一般

来場者

人数：
（内訳

学生

その他（

）

119 名、
一般 119 名 学生 14 名

）

課題名

Education of Health Professionals for the 21st Century

実施日

平成 23 年 8 月 31 日午後 13 時 00 分～午後 17 時 00 分

場所

東京大学福武ホール

形式

シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（

対象者

一般

来場者

人数：
82 名、
（内訳 一般 56 名学生 26 名 ）

学生

その他（
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）

）

）

表３．報道回数
回数
平成 22 年度
平成 23 年度
平成 24 年度

主な掲載紙等

1

日経産業新聞

表４．センター構築
センター名称：
グローバルヘルス・リー
ダーシップ・プログラム事
務局
センター教員数
センター事務員数
センター雇用補助員数
センター雇用外部協力者

表５．長期取組
長期取組みへの応募者数
うち日本人
うち留学生
養成開始人数
うち日本人
うち留学生
長期取り組み開始人数
うち日本人
うち留学生

平成 22 年
度
1
1
3
0

養成修了人数
産業界就職人数

就
職
人
数
内
訳

企業等

自機関

平成 24 年
度

4
2
2
0

平成 22 年度
9
5

4
1
3
0

平成 23 年度
14
11

平成 24 年度
18
30

9
4

9
7

10
13

5
3

9
7

10 (予定)
13 (予定)

表６．養成対象者数、就職者数の推移
年度
平成２２年
度
1
養成対象者目標人 PD
数
DC
14
養成開始人数

平成 23 年
度

平成２３
年度
1
14

平成２４
年度
1
14

PD

2

1

2

DC
PD
DC
PD

11
1
7
-

15
1
14
-

21
-

DC

2

2

-

PD

0

0

-

DC

2

2

-

PD

1

0

-

36

DC

0

0

-

他 大 学 PD
等
DC

0

1

-

2

0

-

PD

0

0

-

DC

0

0

-

PD

（-）
（-）
（-）
6,141
6,218
6,037
（1,259） （1,388） （1,438）
（-）
（-）
（-）

ポスト
ドクタ
ー
全学の在籍者数
（外国人）
（企業等に籍を持
つ社会人を除く）

DC

全学の産業界就職 PD
者数
DC

637
（-）

（-）

（-）

表７．連携企業数及び長期取組受入企業
連携機関数
国内大学
国内民間企業
国内独立行政法人等の研究開発法人
国内その他機関
海外大学
海外民間企業
海外独立行政法人等の研究開発法人
海外その他機関

長期取組受入企業数
国内大学（原則、発生しない）
国内民間企業
国内独立行政法人等の研究開発法人
国内その他機関
海外大学
海外民間企業
海外独立行政法人等の研究開発法人
海外その他機関

平成 22
年度
2
0
0
4
1
0
0
4

平成 23 平成 24
年度
年度
5
1
0
5
3
2
0
11

7
7
0
9
14
14
0
51

平成 22 平成 23 平成 24
年度
年度
年度
0
0
0
4
1
0
0
3

37

0
0
0
6
3
2
0
9

0
1
0
6
3
2
0
9

表８．協働企業等の分野の推移

サービス業(国際
機関、NPO 等を含
む)
医薬品
電気機器

Ｈ２２

連携数
Ｈ２３

10

26

88

1

13
1

Ｈ２４

38

長期取組受入数
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
7

20

20(7 月
現在)
1

