
 

 

 

 

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 23 年度中間評価（平成２１年度採択事業） 評価結果 

 

 

 

 

領域・分科（細目） 総合領域（医歯薬学） 

採択機関名 岡山大学 

専攻等名 大学院医歯薬学総合研究科 

事業名 

（主担当教員） 

学部・大学院教育と連携したサイエンスマスター・メンター

の育成 （竹居 孝二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ これまでの事業実施により得られた成果  

（１） 当該事業を実施したことによる学術的な成果、持続的な協力関係の構築状況、若手

研究者の養成への貢献度等、事業実施の進捗状況への評価。 

 

評  価 

□ 4.十分進展している。  

■ 3.概ね進展している。  

□ 2.ある程度進展している。 

□ 1.十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（申請時の目的達成に向けて、研究計画が着実に進展しているか。） 

若手研究者の海外パートナー機関への派遣に関しては、平成 21 年度～22 年度の 2 年間

で予定の 12 名を派遣している。海外パートナー機関への留学人数、及び留学経験者の研

究業績から、概ね研究計画が進展していると評価できる。 

一方、海外パートナー機関からの若手研究者の受け入れは少なく、双方向的な交流を

推進する努力がさらに必要と思われる。また、国内からの留学生のパートナー機関への

派遣期間については、半年以下のケースが多く見受けられるが、短期派遣では成果もあ

がりにくい傾向もあることから、少なくとも１年程度の期間で派遣するケースを増やす

ことが望ましいと考えられる。 

共同企画に関しては、21 年度は 1 日間のシンポジウムを２回、22 年度は 4 日間のシン

ポジウムを 1 回開催した。23 年度は、2 日間のシンポジウムを平成 24 年 1 月に開催予定

であり、予定はクリアしている。しかし、相手側の海外パートナー機関はパリ神経科学

大学院のみであり、他の海外パートナー機関とのシンポジウムは行われていない。また、

派遣についても、派遣の無いパートナー機関があり派遣先機関に偏りが認められる点も

課題である。 

このように、一部改善の余地はあるものの、研究計画は概ね順調に進展していると考

えられる。 

 

（国際的な視野に富む有能な若手研究者を養成するための組織的な運営体制づくりが確

立しているか。） 

若手研究者を派遣するためのサポート組織として ITP 推進オフィスを設置して派遣の

アドバイスと支援を行い、海外パートナー機関の教員が派遣中の研究指導にあたる体制

が構築されている。また、パリ神経科学大学院とは部局間協定を締結し、ミシガン大学

とも協定締結が進行中であるなど、組織的な運営体制づくりが確立されていると評価で

きる。 

 

（大学全体の国際戦略の一環として貢献しているか。） 

これまで岡山大学医学部は 4 つのステップから成るシームレスな学部・大学院教育に

取り組んできた。今回の ITP 事業は、これらの完成を目指す第 5 のステップと位置付け

られ、実際、予定どおりの若手研究者海外派遣を実現し、共同企画（シンポジウム）は

定期的に開催されており、大学全体の国際戦略の一環として十分に貢献していると考え

られる。 



 

 

ただし、海外パートナー機関からの受け入れは学部学生が主体であり、特に若手研究

者の受け入れが極めて少ないため、さらなる取組みの強化が望まれる。 

 

（本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。） 

初年度からホームページを開始して、ITP の概要、各種セミナー、シンポジウムの開催

予定、派遣後のレポート、各パートナー機関への派遣後報告などを掲載し、さらに ITP

メーリングリストなども作成されており、岡山大学関係者とパートナー機関への情報発

信は積極的に行われてはいる点は評価できるが、外部機関に対する情報発信や連携推進

の取組み強化が必要と思われる。とくにホームページに関しては、さらなる内容充実の

必要がある。 

他方、海外派遣された 12 名で、2 年間で合計 37 編（うち英文 27 編）の原著論文を発

表し、学会発表 35 回（うち国際学会 26 回）を行っており、若手研究者の成果としては

量的には十分であると評価できる。一方で、論文、学会発表が一部の研究者に偏ってい

る傾向がある。 

 

（事業実施経費が妥当なものに使用されており、効率的・効果的に使用されているか。）

経費の使用内訳は妥当なものであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２） 若手研究者の養成実施状況に関する評価。 

 

評  価 

□ 4.十分進展している。  

■ 3.概ね進展している。  

□ 2.ある程度進展している。 

□ 1.十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（若手研究者を海外に単に派遣するだけではなく、単位取得、外国語による学術論文作

成、口頭研究発表、実験、インターンシップ等、若手研究者の海外研鑚に資する活動が

具体的に行われたか。） 

外国語による学術論文は 2009 年-2011 年で in press のものを含め 25 編と概ね良好と考

えられる。外国語による口頭研究発表は、２５件中４件であり、国際学会の発表という

ことを考えると、概ね良好と思われる。なお、世界のリーディング研究を遂行している

パートナーとの交流による研究成果ということであれば、より質の高い論文発表をも目

指すことが望まれる。 

実験に関しては、論文の作成や学会発表の回数等から、派遣先の研究室で新しいテク

ニックを含め様々なことを学び、実験経験を積み、成果を残したものと考えられる。若

手研究者の海外研鑽に資する活動は概ね良好に具体的に行われたと思われる。一方、単

位取得は行われていないようなので、この点は今後の検討課題である。 

 

（派遣人数・派遣期間は妥当か。） 

予算規模などから判断して、概して派遣人数・派遣期間は妥当であると考えられる。

一方で、カリフォルニア大学サンデイエゴ校、ワシントン大学へは若手研究者の派遣実

績がないので、早急に交流を開始する必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３） 海外パートナー機関との連携状況についての評価。 

 

評  価 

□ 4.十分進展している。  

□ 3.概ね進展している。  

■ 2.ある程度進展している。 

□ 1.十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（海外パートナー機関との連携体制が確立し、機動性・継続性があるものになっている

か。） 

海外パートナー機関との連携体制は概ね良好に確立しており、多くの事例において、

担当教員自身に共同研究の実績があり、若手研究者が帰国後も共同研究が継続している。

また、派遣先の研究室においては、多くの場合マンツーマンに近い形で研究の指導を受

けており、研究に対するフィードバックがかかり、機動性に富んだものにもなっている。

パリ神経科学大学院とは最も密接に連携している。部局間協定も締結済みであり、継続

性のある連携体制が確立されていると考えられる。ミュンスター大学、ピッツバーグ大

学、ミシガン大学とも若手研究者派遣、担当教員派遣で密な交流が認められるが、この

うちミシガン大学のみが協定締結が進行中である。担当教員やその所属研究室の個人的

な繋がりによる交流は継続性の点で不安があり、できれば部局間協定の締結などの連携

強化が望まれる。 

 

（海外パートナー機関からの研究者受入など、双方向交流の体制作りが進展もしくは確

立しているか。また、マッチングファンドの確保など、イコールパートナーシップに向

け海外パートナー機関による相応の負担が期待されるか。） 

パリ神経科学大学院からは、大学院のディレクターや運営委員などの主要教授が、岡

山で行われた 2 回の合同国際シンポジウムに参加してそれぞれの研究内容とパリ神経科

学大学院の取り組みについて紹介するなど、双方向の交流が最も進んでいる。南フロリ

ダ大学、ワシントン大学、ベナロヤ研究所からも研究者が岡山大学を訪問して、セミナ

ーや情報交換を行っている。しかしながら、実際の研究という点では、岡山大学から海

外パートナー機関への短期及び長期の研究者派遣が主体であり、海外からの岡山大学で

研究を行うために研究者が派遣された例はないため、双方向交流の体制作りは今後の課

題と考えられる。また、岡山大学から海外パートナー機関へ派遣された研究者の研究費

は受け入れ機関が負担しているが、マッチングファンドの確保にまで進展してはいない

が、研究費に関しては、海外パートナーにより提供されている場合が多いものと推察さ

れ、海外パートナーによる相応の負担は期待できるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ 今後の展望  

当初の目的に対しての達成可能性、プログラムの継続見込み、モデルとしての他大学等

への波及効果等、今後の展望についての評価。 

 

評  価 

□ 4.十分進展している。  

■ 3.概ね進展している。  

□ 2.ある程度進展している。 

□ 1.十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（計画が着実に実施され、当初の目的達成が期待できるか。また、問題点がある場合に

は、それを把握し改善するための仕組みが作られているか。） 

サイエンスマスター、サイエンスメンターの育成に向けて、の取り組みは計画性をも

って実施されている。さらに強固にするために、双方向性の交流、当該事業への若手応

募者を増やし派遣に際して競争の原理が働くようにすること、さらに学内外への発信機

能を強化すると、よりよいと思われる。 

ITP 派遣を希望する若手研究者数が当初予測より少ない数で推移しているため、より優

秀でやる気のある研究者を掘り起こすことが必要であり、その点への対策として、派遣

募集チラシの配布、セミナー・シンポジウムのアナウンス、ホームページの充実、Student 

Book の作成・配布などが考案されているが、さらに派遣学生に何らかのインセンテイブ

を与える仕組みが必要であると思われる。 

パートナー機関からの研究者受け入れが少ない点は大きな問題であり、海外パートナ

ー機関への周知徹底など、妥当な対策が考えられているが、一層の工夫が必要である。

双方向のプログラムを確立するためにも、部局間協定締結に向けた努力が必要であろう。

 

（事業実施期間終了後も、プログラムが継続される見込みがあるか。また、若手研究者

の研鑽並びに人材育成のモデルとして他大学等への波及効果が期待できるか。） 

これまで岡山大学医学部は 4 つのステップから成るシームレスな学部・大学院教育に

取り組んできており、今回の ITP 事業は、これらの完成を目指す第 5 のステップと位置

付けられている。岡山大学国際センターと密接に連携した ITP 推進オフィスが設置され

て効果的に機能しており、事業実施期間終了後も、プログラムが継続される見込みは十

分である。また、シームレスな学部・大学院教育による、国際的視野を持った医師・研

究者の育成システムは、他大学のモデルとなりうるものと評価できるが、現段階では、

岡山大学関係者か、たまたまホームページを読んだ人間しか知る機会がないように思わ

れることから、大学 OB、サイエンスマスター、サイエンスメンターが中心となり、宣伝

活動等のさらなる展開が必要である。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 総合的評価   

 

評  価 

□ 4.十分進展している。  

■ 3.概ね進展している。  

□ 2.ある程度進展している。 

□ 1.十分に進展しているとは言えない。 

コメント 

（特に優れていると思われる点又は課題などについて、各項目のコメントと重複しても

構いませんので、出来るだけ具体的にご記入ください。） 

岡山大学医学部では、「創造する知性、高度専門性の追求、国際性の獲得、個の確立」

をモットーに、医学部直後から、4 つの step から成る学生教育を実践してきた実績があ

る。今回の ITP はこれらの完成を目指す 5 番目のステップと位置付けられており、この

ような、医学部入学からのシームレスな学部・大学院教育により、上記の資質を有する

医師・医学研究者の育成を目指しており、サイエンスマスター、サイエンスメンター育

成としてのビジョンがしっかりしている。 

岡山大学国際センターと密接に連携した ITP 推進オフィスが設置されて効果的に機能

しており、派遣サポートシステムがきちんと構築されている。これまで若手研究者の海

外パートナー機関への派遣に関しては、平成 21 年度～22 年度の 2 年間で予定の 12 名を

派遣しており、ほぼ計画通りに若手研究者を派遣しており、シンポジウムも定期的に開

催されている。海外派遣された 12 名で、2 年間で合計 37 編（うち英文 27 編）の原著論

文を発表し、学会発表 35 回（うち国際学会 26 回）を行っており、若手研究者の成果と

して量的には十分であると評価できる。長期的視野に立った制度構築が行われ、ITP 推進

オフィスなどのシステムも構築されているので、事業実施期間終了後も、プログラムが

継続されることは十分に期待できる。 

 一方で、海外パートナー機関からの研究者受け入れが少ない点は大きな課題であり、

双方向のプログラムを確立するためにも、できる限り多くの海外パートナー機関と部局

間協定を締結するなど、より一層の努力が必要であろう。 

派遣する若手研究者の選考方法の中に、TOEFL-ITP 550 以上あるいは TOEIC 730 以上と

いう条件がついている点は、より優秀でやる気のある研究者を厳選するという目標達成

のために優れた選考方法の条件と考える。また、短期、中期派遣が主体のプログラムで

あるため、英語力を現地で鍛錬する時間がないと推察され、この点からもある程度の英

語力を有する人材を選考するのは良い方法であると考えるが、派遣する研究員決定のプ

ロセスに競争原理が働くように配慮する等の工夫をし、応募者を増やす努力をするべき

ではないか。学内外、国内外への情報発信を一層増やす努力も望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 


