
医化学分野教員公募のお知らせ 
 

１．職名 

助教 

 

２．研究領域 

 医化学分野では、「どのように細胞が生体物質を感知するのか？」「どのように細

胞は恒常性を維持しているのか？」という疑問に基づいた基礎医学・生物学研究を進

めています。順遺伝学は、表現型に“実際に”関与する遺伝子を網羅的に同定する手

法であり、多様な細胞機能を理解する上で強力な実験系です。現在は、膜脂質の動態

を制御する分子機構とその恒常性維持のメカニズムに注目し、順遺伝学や生化学の手

法を用いてこれらの現象に関与する遺伝子を同定すること、同定した遺伝子に変異を

もつ患者の病態を明らかにする研究を進めています。生化学実験や分子遺伝学実験の

経験があり、これらの研究を遂行できる研究者を求めています。 

本公募では、自ら研究計画を立案実施する能力があり、かつ大学院教育を担当する十

分な能力を有する研究者を募集します。 

 

３．採用条件 

雇用形態：常勤（任期制） 

採用予定日：２０２３年 ３月１日を予定 

任   期：採用日から３年以内、再任は業績審査の結果２回まで可能とする。 

試用期間：採用日から６ヶ月間 

※ 本学では、女性研究者支援を推進しており、女性研究者の積極的な応募を期待して

います。全ての教職員が、出産・育児等のライフイベントと研究活動を両立できるよう

様々な取り組みを行っています。本学の取り組みは下記ページをご覧ください。 

【女性研究者支援の推進について】： 

http://www.tmd.ac.jp/employment/teacher/ang/index.html 
また、外国人研究者、外国で学位を取得した研究者及び外国において教育研究に携わ

った研究者等の応募を歓迎します。 

 

４．給与等 

国立大学法人東京医科歯科大学就業規則に基づく任期制の教員 

給   与：国立大学法人東京医科歯科大学給与規定による。  

  （学歴・職歴に応じ本学規定に準じて決定） 

勤 務 時 間：裁量労働制  

      月～金 8:30～17:15を基本とし、労働者の裁量に委ねる。 

（専門業務型裁量労働制により、7.75時間働いたものとみなされます） 

http://www.tmd.ac.jp/employment/teacher/ang/index.html


休   日：土・日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29～1/3）  

休   暇：年次有給休暇、特別休暇、病気休暇など 

社会保険等：法令の定めるところにより加入します。 

      文部科学省共済組合健康保険、共済年金、雇用保険、労災保険 

諸 手 当：本学給与規則等により、支給条件を満たした場合に支給します。 

      通勤手当、住居手当、扶養手当など 

 

５．勤務地 

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 

〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 

 

６．提出書類（Ａ４版） 

（１）履歴書 

（２）研究業績目録（英文原著、英文総説、その他に分類し、新しい年度から順に記

載するほか、インパクトファクターも併せて記載） 

（３）競争的研究経費等の採択状況（代表者・分担者を明記） 

（４）主要論文の別刷３編以内（コピー可） 

（５）上記論文について、それぞれ２００字程度の解説文 

（６）これまでの研究内容・方向性、将来への抱負（１０００字以内） 

（７）その他特記すべき事項（受賞ほか） 

 

７．応募方法 

（１）応募はオンラインにより受け付けますので、下記内容を電子メールに記載のう

え、２０２３年１月２３日（月）までに、事務部総務係（pr.mri.adm@tmd.ac.jp）

へお知らせください。 

【電子メールの記載内容】 

ア. 氏名及び所属 

イ．応募者の連絡先（電話及び電子メールアドレス） 

 

なお、送信の際の件名は、「医化学分野教員（助教）公募に応募」としてくださ

い。 

  

（２）電子メールの内容を確認した後、事務部担当者から提出方法をお知らせします。 

（３）上記６．提出書類は、書類提出締切日までに提出ください。 

 

８．書類提出締切日 

２０２３年１月２４日(火) 



 

９．問い合わせ先 

難治疾患研究所事務部総務係 

TEL：03-5803-4504  Fax：03-5803-0392 

E-mail: pr.mri.adm@tmd.ac.jp 



 

Job Opportunity: Assistant Professor in Department of Medical Chemistry 
 
Medical Research Institute (MRI) of Tokyo Medical and Dental University (TMDU) invites 
applications for a faculty position (Assistant Professor)) in the field of Medical Chemistry.  
 
1. Position 
Assistant Professor 
 
2. Areas of Research 
The research aims of Department of Medical Chemistry are to solve the questions "how do 
cells sense biological substances?" and "how do cells maintain homeostasis?". To 
understand various cell functions, we use forward genetics, a powerful tool for identifying 
genes that are "actually" involved in interested phenotypes. Currently, we focus on 
molecular mechanisms that control the dynamics of membrane lipid behavior, and 
mechanisms by which cells maintain membrane homeostasis, identifying genes involved in 
these phenomena by non-biased forward genetics. In this recruitment, we seek a researcher 
who has a passion to clarify these mechanisms with a strong background in biochemistry 
and molecular genetics using mammalian cells. Such a researcher should also have a 
sufficient experience in postgraduate research and education supervision. 
 
3. Terms and Conditions of Employment 
The contract of Full-time position will start from March 1, 2023 and will not exceed three 
years period, renewable based on an evaluation according to the rules and regulations of 
TMDU twice.  
Salary will be determined by the annual salary system outlined by TMDU regulations. 
 

Female applicants are strongly encouraged to apply for this position, as TMDU 
promotes gender-equality work environment. We provide career support programs for 
all staff that enable them to balance work and life, such as childbirth and child rearing. 

 
4. Application Forms 
(1)  Resume (Curriculum Vitae, etc.) (free form). 
(2)  List of publications (free form). 
(3)  Reprints of representative publications (up to 3 papers, photocopies acceptable). 
(4)  Summary of the representative publications (100 words each). 
(5)  List of research grants and patents (free form). 
(6)  Summary of previous research contributions and future research and education plans 

(in 500 words). 
(7)  A list of other achievements (Awards etc). 
 
5. Work Location 
Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113 - 8510, JAPAN 



 

 
6. Deadline 

January 24, 2023, Japan Standard Time. 
 
7. Inquiry 
Administration Office, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University 
E-Mail: pr.mri.adm@tmd.ac.jp 
Tel: +81-3-5803−4504 
 
8. How to Apply 
All the application documents must be sent to Administration Office. To apply, please enter 
the following [E-mail contents] at pr.mri.adm@tmd.ac.jp 
Please contact us by E-mail by January 23, 2023 (Monday). 
We will send the URL and manual for submission to the university to the "destination email 
address". 
[E-mail contents] 
・ Subject: "Application for the Assistant Professor position in the Medical Chemistry" 
・ Full name 
・ Destination email address 
 
All information will be treated with the strictest confidentiality in accordance with pertinent 
laws and rules.  
 
 

mailto:pr.mri.adm@tmd.ac.jp

