ＳＭＡＣでアカデミックドクターを目指そう︒

ＳMACは、
ＳMACは、
研究マインドと国際
研究マインドと国際 的視野を兼ね備えた、
的視野を兼ね備えた、
学術医・高度学術医
学術医・高度学術医
（アカデミ
（アカデミ
ッ
ッ クドクター）
クドクター）
を目指す医学生をサポートします。
を目指す医学生をサポートします。

医学生及び大学院進学率の増加

我が国の医学分野の学術レベルの向上

臨床医の大学定着率・帰還率の向上

優秀な人材の確保

貢

学

術

医

academic-doctor

献

実践は、
常に緊張感と現実性を刺激し、
動機付けを高めます。
研究体験は自分の潜在的個性と才能との出会いです。
国際的な活動やコミュニケーションを通じて、
地球規模での共感の喜び、
相違の面白さ、違和受容の必要性に気付き、
自分の世界が大きく

アカデミックドクター

生命や病気や医療を科学的な観点から捉えられ、
生涯続く研究心（学術的向上心と探究心）
と
国際的視野を持った医師・医学者

SMACは、
医学生の実践研究と国際的視野の育成を支援します。

高度学術医

advanced academic-doctor

大学等の医学研究活動を通じて、

広がることを感じてください。
SMACでの出会いや体験は、
きっと将来の医師人生、医学者人生を
実りあるものに変えるでしょう。
SMAC代表

機能神経解剖学分野

教授

篠

田

晃

世界レベルで活躍する学術医

高 度 学 術 医 育 成 コ ース

支援・育成

アカデミックドクターを目指す医学生は、通常の教育課程に加え、
別プログラムを選択して履修します。高度学術医育成コースは、次の2つのプログラムから構成されます。
原則学部4年生からの履修となり、研究室に配属され、研究指導を受けることがきます。

研究志向の学生が集い、学術交流を行い、学内や海外ラボへの実践研究参加と情報や機会を提供・支援するセンター
医学科内研究ラボ
（各教室）
における実践研究参加支援
SMAC海外研究支援コースによる海外での実践研究参加等支援

LAB

○ 学生同士が研究討論で切磋琢磨する場
○ 基本実験手技や成果発表技術の
手解きトレーニングの場
○ プレゼンテーション技法を習得する場
○ 学生自らが独創的な研究を発想し、
実験研究を遂行できる場

学生の研究活動成果の学会等（特に国際学会）
での発表支援
海外視察（見学・研修）
の参加支援
研究能力開発支援（実験体験コース）
英語力
（コミュニケーション力）向上支援

高度学術医育成特別プログラム

高度学術医育成一般プログラム

Specially Selected Cutting-Edge Academic Program

Advanced Medical Research Academic Program

SCEAプログラム

社会的要請の強い法医学、病理学等の基盤系分野の研究医育成のため、
文部科学省から本学科に設置が認められました。
年間2名の履修者に奨学金を貸与しています。

①重点統合コース

基礎研究をテーマにグループ学習を行い、互いにディ
ベート能力、論文検索・読解能力、
プレゼンテーション
能力を養います。

験

専門医コース

試

初期臨床研修

家

Open
Science
Club

３年次

国

２年次

臨床実習

①

展開医学系科目

③
②

高度自己修学コース

基盤医学系科目

海外のラボ

共通教育＋医学入門
１年次

選択で履修する
プログラム

国内のラボ

基礎、臨床を問わず、研究マインドのある医師・医学者を育成
する山口大学独自のコースで、基礎系及び臨床系大学院進学
を志向します。

④

通常の教育課程

国際交流ネットワーク形成

学内外のラボと学生の橋渡し

大学間コンソーシアムの形成
学術交流

AMRAプログラム

②基盤系特別専門講座

学内外の研究者を招聘し最先端の講義を行い、学問
のおもしろさを知ってもらいます。

③自己開発コース

実践的な研究活動を通じて、具体的な研究方法を学
び、学問的並びに人間的成熟を促します。
４年次

５年次

高度学術医育成コース
（前期プログラム）

④修学論文チュートリアル

６年次

自己開発コースの中で行った研究活動をチューター指
導下で論文としてまとめることで、科学論文作成能力と
発表能力を習得させます。
大学院
医学系研究科
高度学術医
育成コース
（後期プログラム）

Open Science Club

学生が研究室に自由に出入りができ、教員との絆を形
成しながら研究になじむ環境・雰囲気作りを行ってい
ます。

高度学術医育成コース
（前期プログラム）

各講座教員の指導のもと、課題を各自で設定し、研究
活動を学会発表や論文発表する機会を与えています。

世界で学ぶ。世界に学ぶ。

SMACでは、
実践研究参加型医学教育の一環として、
1か月から半年の期間、
海外の大学や機関での研究活動を支援しています。
多くの本学医学科生が海外にて研究に参加しており、
海外研究拠点校は、
全世界で30拠点以上におよびます。

Imperial College London／イギリス ロンドン

National Institutes of Health／ノースベセスダ ワシントンDC

University College London／イギリス ロンドン

Rutgers University／
ニュージャージー州 ニューブランズウィック

University of Edinburgh／イギリス エジンバラ
University of Calgary／カナダ アルバータ州 カルガリー

Memorial University／カナダ ラブラドール州 セントジョーンズ
University of Bath／イギリス バース
University of California, LosAngeles／

カリフォルニア州 ロサンゼルス

Geneva University Hospital／スイス ジュネーブ

University of Colorado School of Medicine,
Denver／コロラド州 デンバー

University of Zurich／スイス チューリッヒ

University of Minnesota Medical School／

ミネソタ州 ミネアポリス

University of Malta／マルタ共和国 サングワン

Harvard School of Public Health／マサチューセッツ州 ボストン
Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School／

マサチューセッツ州 ボストン

Yale University／コネチカット州 ニューヘイブン

University of Texas Southwestern Medical Center／

テキサス州 ダラス

Medical University of Soﬁa／ブルガリア ソフィア

Mahidol University／タイ バンコク
仁済大学校／韓国 釜山

University of Wisconsin-Madison／ウィスコンシン州 マディソン
University of Michigan Medical School／ミシガン州 アナーバー
Case Western Reserve University
Case Comprehensive Cancer Center／

オハイオ州 クリーブランド

Columbia University Medical Center／ニューヨーク州 ニューヨーク
New York Medical College／ニューヨーク州 ニューヨーク
Johns Hopkins University／メリーランド州 ボルチモア
University of Maryland School of Medicine／メリーランド州 ボルチモア
Duke University／ノースカロライナ州 ダーラム
University of Pittsburgh School of Medicine／ペンシルベニア州 ピッツバーグ

海 外 情 報 提 供コ ース
英語のネイティブ講師をアドバイザーに迎え、SMAC学生メンバーを対象
に
「海外情報提供コースーLetʼs speak English!」
を毎週開講しています。
このコースは学生の実践的英語能力の向上を目的として、英語のみで研修
が行われます。
コースを受講することにより、多くの学生が英語を話すこと
に自信を持ち、
積極的なコミュニケーション能力を身に付けられます。

実 験 体 験コ ース
このコースでは、医学部学生に基礎的な実験を体験し、実験手技の修得は
もちろん、研究の楽しさを体感してもらいます。
マウスに腫瘍を皮下移植し
て増殖を観察したり、特定のタンパク質を抗体で検出する方法であるウエ
スタンブロッティング法や免疫細胞化学法等を体験できます。

Journal Club
医学系の学術論文を理解し、読みこなす能力を身に付けることを目標にし
て、学生の一人が担当して、
ひとつの論文を紹介しています。最初はなかな
か難しいようですが、SMAC教員が補足説明をしたり、
ディスカッションし
たりするうちに、
理解度も高まり、
盛んな討論が出来る様になります。

The SMAC Club
学生の声をSMACの活動に反映させる目的で、学生を主体とした自主活
動グループ“The SMAC Club”があります。
一線で活躍する医師、
研究者
を招いたセミナー、海外研究体験の帰国後情報交換などを行っています。
また、学習に必要な和書・洋書、医学雑誌の購入などに、学生が様々なアイ
ディアを出し合います。

2年次に自己開発コースに関する研究テー
マを模索するなか、SMACの立ち上げも重な
り、
わたしは社会疫学に出会いました。
なんと、
この分野では世界のPioneerとも言える先生
のもとで学べる機会を頂けることになりまし
た。早速、社会疫学に関する知識と英会話の習
得に取り掛かりました。
スタート時には、社会
疫学に関する知識はほぼ皆無、英話力につい
ても基準に達していませんでした。決断を下し
て以降、
わたしの生活は一転し、2年の締めくく
りはとても慌ただしいものとなりました。授業！
論文！英会話！試験！授業！文献！英会話！…！
…！…！…。
そうして進級し、
データのプレ分析
にも取り掛かり、着々と準備を進めました。
ご
指導くださる先生や講座の方々、
そしてSMAC
の仲間などたくさんの人々に支えられ、
ついに

医学科3年

加

藤

さつき

不安いっぱい、興奮いっぱい、そして期待いっ
ぱいで渡米しました。
しかし、ボストンでの研究活動は、想像して
いたものとは随分違っていました。黙って待っ
ていても、手取り足取り研究をご指導頂ける訳
もなく、
自分で段取りをしてディスカッションし
なくてはなりません。英語も英語圏に住んでし
まえばある程度は身に着くと思っていたことも
ありましたが、
これは大きな間違いでした。現
地の指導教官の講義を受講しながら、データ
の分析に打ち込むうちに、自身の気づきも増
え、徐々に他の研究者や学生との関わりも増え
ていきました。論文もたくさん読みましたし、英
語の勉強も懸命に頑張りました。
その甲斐あっ

て、
わたしにとって一生ものの成果を得ました。
ボストンにはハーバード以外にも名だたる研
究機関や学校、病院が数多くあります。そこで
出会った学生や研究者はもちろん多種多様
で、短い滞在期間ではありましたが、社会疫学
分野に留まらず、世界各国出身の研究者との
繋がりを作ることができました。大学入学当
時、研究者への進路は想定外でしたが、研究の
世界に触れ面白さを知ることができ、今後研究
活動を行う際の強力な道しるべを得ることが
できました。
研 修 を 受 け 入 れてくだ さった I c h i r o
Kawachi先生、そしてご支援頂きました大学
関係者のみなさまに感謝いたします。

研修期間／3か月
研 修 先／Harvard School of Public Health（アメリカ合衆国）

にお会いするといった、研究以外の部分でも大
変充実した生活を送ることができました。特に
同世代の日本人との出会いが貴重なもので、
日本語と英語の入り乱れた会話であってもみ
なそれがどちらの言語なのか意識することなく
会話をするということが今までに体験したこと
のなかったもので、育った環境による違いを実
感しました。

今回私はSMACの留学プログラムを通じて
アメリカのミシガン大学医学部の薬理学教室
に留学させていただきました。
この半年は文字通り
「光陰矢のごとし」
の半
年間でした。最初の１か月はまず生活に慣れる
ことに、
やっと生活が落ち着いて研究に本腰を
入れようにも聞いたこともない長い専門用語
に英語での研究内容のディスカッションなどに
苦労し、
あれこれと試行錯誤しているうちに過
ぎ去ってしまったように思います。
しかしながら、
その中でもミシガン大学の日
本語を学んでいる生徒と触れ合えたり、
こちら
で育った同世代の日本人とたくさん出会えた
り、
またミシガン大学で研究されている先生方

医学科3年

吉

留

宏

美

い町でした。
今回受け入れてくださった薬理学教室の
Osawa教授、留学を支援してくださった先生
方、
このような貴重な機会を与えてくださり本
当にありがとうございました。

ミシガン大学のあるアナーバー市は住民の
80%が大学関係者と言われており、留学生が
大変多く様々な国の方が入り乱れる国際色豊
かな町でした。市民の方もそのことを理解して、
つたない英語でも理解してくれようとしたり、
ト
ラブルに巻き込まれた時の対応が丁寧であっ
たりと外国人の留学生にとって大変住みやす
研修期間／5か月
研 修 先／University of Michigan Medical School（アメリカ合衆国）

皆さんはじめまして、山口大学医学部医学
科３年の中西俊就です。私は山口大学医学部
のSMAC海外研究支援コースというプログラ
ムを利用して、
８月下旬から１２月下旬までの
約４ヶ月間、
ミネソタ大学医学部（アメリカ合
衆国、
ミネソタ州、
ミネアポリス）
の山本正人先
生の研究室に留学しました。
山本ラボでは主に選択感染型腫瘍溶解性ア
デノウイルス
（がん細胞だけに感染して殺傷し
てくれるウイルス）
を用いた抗がん治療に関す
る研究を行っていて、基礎的な研究から、患者
さんと協力して行う臨床試験まで取り組んでい
たので、基礎研究がいかに臨床応用に活かせ
るのか、試験管の中でうまく効く薬でも、
ヒトの
体内ではどのような弊害が生じるのか、
そして
それをどう克服するのかという過程を学ぶこと

医学科3年

中 西

俊

就

夏の終わりに旅たち、冬が本格化する前に
帰国したアメリカでの4ヶ月間は私のこれまで
の学生生活の中でも大変輝かしい体験になり
ました。私はメラノーマに関連する研究をする
ためにアメリカに渡り、メリーランド大学の
Dr.Davilaの下でお世話になりました。
アメリカ
に行く前は研究の経験は全くなく、Dr.Davila
のラボのみんなに少しずつ実験手技を教えて
もらいながら手探りで進めていきました。
当然
初めは実験がうまくいくはずもなく失敗の連続
でした。
その上自信があった英語も自分が思っ
たほど伝わらず、友達もなかなかできませんで
した。そんな不安でいっぱいで始まったアメリ
カ生活での目標は二つあり、一つは研究を最
後まできちんと終わらせること、
そしてもう一つ
は英語を話せるようになって現地の友達を作

医学科3年

城

下

亜

文

ができました。
私が取り組んだ研究は、主に２つあって、
１
つ目は、標的となるがん細胞により強くウイル
スを感染させるために、
ウイルスのファイバーと
呼ばれる結合の手となる部分の構造を変異さ
せたアデノウイルスや、臨床試験で患者さんに
ウイルスを静脈注射すると、
がん細胞のある場
所にたどり着く前に、
ウイルスの多くが肝臓で
破壊されてしまうのですが、
その障害を克服す
るために肝臓との相互作用に関係するウイル
スのヘキソンと呼ばれる殻の部分の構造を変
異させたアデノウイルスを精製しました。
ラボの同僚はアメリカ人の他にもロシア、
ブ
ラジル、
インド、中国、その他多くの国からアメ
リカにやってきた研究者で、毎日が刺激的でし

た。
また研究はもちろん、病院実習や医学部の
講義にも参加させていただくなど、熱意を持っ
てお願いすれば、何でもやりたいことをさせて
頂けた環境であったことは本当に運がよかっ
たと思います。
こうした経験で何より将来の選択肢の幅が
広がりましたし、学生のうちにアメリカのラボ
に留学できたことは私の人生の中で非常に大
きなイベントになったと思います。
稿を終えるにあたり、
懇切なるご指導並びにご
援助を賜りました、
ミネソタ大学医学部 基礎・ト
ランスレーショナル研究部 山本正人先生はじ
め、多くの御支援いただいた関係者の方々に深
甚なる感謝の意を表します。

研修期間／4か月
研 修 先／University of Minnesota（アメリカ合衆国）

ることでした。結論から言うと完全ではないで
すが両方の目標も達成できたと思います。一
つ目はDr.Davilaに様々な仕事を任せてもら
うことができたので、実験の数をこなすことが
できて最後には実験からよい結果を出すこと
ができ自分のやるべきことはこなすことができ
ました。
また、western blot や immunocyto
chemistry などいくつかの実験手技を習得す
ることもできました。2つ目は、
同じくアメリカの
別の大学に留学していた同級生に紹介された
インターネットサイトで日本語を勉強している
アメリカ人と友達になることができ、それを初
めに日本人も含め多くの友達になることができ
ました。
さらに毎朝英語を勉強していたので、
留学したことによってかなり英語力が伸びまし

た。
また外国人の友達を作ったことで日本とは
違う文化や価値観、
日本人が海外ではどのよ
うに見られているのかということを知ることが
できました。
今回の経験から海外に研究留学しようとす
る人にアドバイスをするとすれば、事前に実験
手技をマスターして現地ですぐに実験に入れ
るようにしておくこと、英語は間違ってもいいか
らガンガン話すこと、そして友達を作る手段と
してインターネットは有りだということです
（危
険な場合もあるので注意はしてください）。
海外留学に行くということはとても不安で
いっぱいだと思いますが、行ってみるとなんと
かなるものです。
そして、国内では経験できない
ことも経験できます！せっかくのチャンスなの
で興味がある人は行ってみてください！

研修期間／4か月
研 修 先／University of Maryland School of Medicine（アメリカ合衆国）

山口宇部空港から車で15分
宇部中央バス停から徒歩10分
JR宇部新川駅から徒歩10分
宇部ICから車で10分
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