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平成 30 年度卓越研究員事業 公募要項 

 

(1)機関名 

【Institution】 

千葉大学 

[Chiba University] 

(2)部署名 

【Department】 

大学院医学研究院

[Graduate School of 

Medicine] 

(3)募集人数 

【Number of positions】 
1 

(4)着任（予定）時期 

【Starting date】 
2018/10/1 

(5)想定する人材(分野な

ど) 

【Type of researchers to seek】 

ゲノム情報や転写を制御する研究分野において、独自のアイディアによ

る優れた研究業績を有し高い意欲を有する若手研究者を、テニュアトラ

ック助教として公募します。具体的にはハイインパクトジャーナルの筆

頭もしくは責任著者による研究論文や特許などの業績を持つ若手研究

者。必須ではないが癌エピジェネティクス／エピゲノムの研究領域にお

いて優れた経験があるとより望ましい。独創的なアプローチで基礎医学、

治療学研究を強力に推進し、将来大型外部資金を獲得するなど国内外で

当該分野の研究リーダーとなることが将来期待できる新進気鋭の若手研

究者。 

[Department of Molecular Oncology is seeking for a highly motivated 

candidate with strong experience in study on regulation of genome 
and/or transcription for a tenure track assistant professor position. 

The candidate will be expected to design innovative research projects, 
strongly execute basic and/or translational studies in epigenetics, and 

be a leader in his/her area of expertise in future acquiring grants. 
Preference will be given to candidates with experience in the field of 

cancer epigenetics/epigenomics, but it is not essential. A 
demonstrated track record applying a unique approach to study 

molecular mechanism to regulate the genome is required, such as 
publication of high impact papers as the first or corresponding author 

and/or acquisition of patents.] 

(6)研究分野 

【Research field】 

医歯薬学（Medicine_dentistry_and_pharmacy） 

■主分野（The main field） 

(7)関連キーワード 
【Key words】 

がん、転写制御、エピジェネティクス 

[Cancer, Transcription regulation, Epigenetics] 

(8)職種 

【Job type】 
助教 

（Assistant Professor） 

(9)勤務形態 

【Employment status】 

テニュアトラック雇用

（tenure-tracking 
employment） 

(10)勤務地 

【Work location】 

千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

[1-8-1, Inohana, Chuo-ku, Chiba-shi] 

(11)事前連絡 の要否 

【Advance notice】 
要(Necessary) 

(12)事前連絡期限  

【Advance notice deadline】 
2018/4/26 
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(13)事前連絡の方法 

【Method of advance notice】 

希望者は 4 月 26 日（木）までに卓越研究員事業の申請様式（様式 1、様式 1 別紙、

様式 2）をプリントアウトしたものを送付。 

[Follow the instructions of LEADER of MEXT, Japan  

<http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/takuetsu/>.  

Provide a hard copy of the same application documents (form 1-2) as the one to 

send to the JSPS. 

Application deadline：April 26th 2018.] 

(14)選考プロセス、スケジ

ュール概要(予定) 

【Process,schedule】 

卓越研究員候補者決定後、書面審査及び面接審査等を経て採用予定。 

[After the review of JSPS, document and interview screening.] 

(15)HPアドレス(詳細情報) 

【HP address for more 

information】 

JREC-IN Portal アドレス 

(16)問い合わせ先 

【Contact address】 

担当部署： 

― 

医学部人事・労務係 

[the Human Resources and 

Labor Section at the 

Graduate School of 

Medicine] 

JREC-IN Portalのデータ番

号 
電話番号： 

― 043-226-2003 

各機関の HP アドレス E-mail： 

http://www.m.chiba-u.a

c.jp/ 
igaku-jinji@chiba-u.jp 

(17)その他機関としてのア

ピールポイント等 

【Appeal points etc.】 

テニュアトラック制により、自立的な研究環境（研究費、スペース、メンタ

ーの配置等）を確保。 

[Tenure track system ensures independent research environment

（Research expenses , space , arrangement of mentors , etc.）] 

(18)備考【Notes】 
 

 

 

 

 

 

 


