
2013年度　SMAC支援コース体験記



はじめに
　現在、全国の大学では、学生のアカデミズムへの回帰と国際性の促進が課題となっております。広く医

学分野に貢献できる優れた医師や医学者を育成する上でも学術親和性、研究心、国際性は重要課題で

す。山口大学では昨年度から文部科学省の支援を受けて、医学生の研究心と国際性の涵養を目指した

アカデミックドクター （アカドク）育成プロジェクトを開始しました。そして平成25年度夏に、第一回のア

カドク育成プロジェクトによる実践研究参加型の海外派遣が行われました。13名の3年生の医学生が、

ハーバード大学やミシガン大学を始めとする欧米やアジアの先端大学・研究施設で、凡そ5ヶ月から半

年間研究生活を送り、12月に帰国しました。1月初旬には、後輩学生や同輩・先輩学生、教員の先生方

に向けて帰国後報告会が行われ、苦労と努力の後に、数多くの貴重な体験や実験技術を獲得し、いつ

の間にかグローバルな視野を身につけ、一回り成長して大人になった自信や誇りを持ち帰ったことが伝

わりました。若かりし頃、こういう体験ができれば良かったなぁと私ども教員が羨望すら感じるものでし

た。

　初めて海外で暮らすと、単純な英語の発音が聞き取れず、意志を伝える語彙力もなく、そもそも自分の

考えの不明瞭さを思い知らされ、生活習慣や価値観の違いに困惑することもしばしばあるでしょう。医

学生の場合、普通3年生程度だと実験もやったことがありません。山口大学は、渡航前にアメリカ人との

英会話トレーニングや実験体験コースや学内ラボでの実験参加を行い準備させて送り出しました。最初

の2週間くらいはお客様で済むでしょう。しかしその後はラボから失望と無視の空気に晒されるかもしれ

ません。2ヶ月間は困難と誤解に耐えて実験を続け、3ヶ月目に少し結果が出て、最後の2ヶ月で貢献して

人間関係を回復し、少しでも評価されてほしいと思っておりました。渡航する前に私は彼らと3つのことを

約束しました。第一に、怪我や事故なく、とにかく無事帰国すること。次に、後悔しないように、失敗を恐れ

ず積極的にいろいろなことを体験し、研究は勿論、異国での生活、文化、人間関係を吸収してくること。最

後に、受け入れ研究室に少しでも役立ち、後輩にバトンをつなげること。結局、全員が、3つの約束を果た

して帰ってきてくれました。決して成功体験ばかりではなかったと思います。失敗して叱られ、成功して褒

められ、挫折して再び立ち上がる、この体験こそが人を育てるのだと思います。若き日のこの貴重な体験

は、きっと生涯の灯火として、暗夜行路を照らし続けてくれることでしょう。

　アカドク海外実践研究参加プログラムの初年度が成功裡に終えられたことは、支援していただいた学

長をはじめ事務局、医学部長、アカドクプロジェクトメンバーを初め、全ての関係医学科教員、事務の方々

の御協力によるものであります。そして何より、この間,努力を惜しまなかった学生諸君、御理解と御支援

をいただいた御父兄の皆様には、プロジェクトを代表して心からお礼を申し上げたいと思います。

アカドクプロジェクトリーダー

篠　田　　　晃
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研修先

　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 と々準備を進めました。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Ichiro 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。

SMAC  CASE.01

医学科3年　加藤さつき

Harvard School of Public Health（アメリカ合衆国）
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研修先

　私は自己開発コースにおいて、SMACプロ
グラムのご支援をいただき、7月18日から12月
23日までの約5ヶ月間、韓国釜山にある仁済大
学釜山白病院内にあるAdvanced Research 
Center for Multiple Myelomaの崔仁学教授
にお世話になりました。この研究室では共シグ
ナル分子に注目し、多発性骨髄腫を含む多くの
疾患の治療法を研究しています。私もそのプロ
ジェクトの一環として、共シグナル分子に対す
る抗体とワクチンの組み合わせ療法について研
究させていただきました。崔教授には、私が関わるプロジェクトだけでなく、基礎的な免疫学から現在
進行中の最新の研究まで様々なことを教えていただいたり、研究者同士での活発な議論の場を積極的
に設けていただいたりと、多くの面で私の学習を助けていただきました。また、研究員の方々もとても
親切に接していただき、研究室内外でお世話になりました。ここで得たたくさんの経験を今後の学習、
さらには医師としてのキャリアの中で最大限に生かせるよう邁進していこうと思います。

SMAC  CASE.02

医学科3年　金　　正侑

Inje University（韓国）
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研修先

　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 immunocytochemistry 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！
　

SMAC  CASE.03

医学科3年　城下　亜文

University of Maryland School of Medicine（アメリカ合衆国）
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研修先

　8月29日から12月27日まで、約4か月ボストンのJoslin Diabetes Centerで研究してきました。多
くの人 と々出会い、とても充実した日々でした。ポスドクのアナと一緒に糖尿病の研究をしていました。
　ボストンでの生活も充実しており、ホストファミリーと一緒に食事に行ったり、ラボメンバーとパー
ティーしたり、友人とボストン観光に行ったりと、とても楽しんできました。

SMAC  CASE.04

医学科3年　清家　崇史

Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School（アメリカ合衆国）
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研修先

　私は8月中旬から12月末までの4ヶ月半にわたり、スイスのジュネーブ大学病院で「ヒト概日リズム障
害の代謝疾患への影響」についての研究を行いました。研究室はボスであるDr.Charnaの他に、私を含
めて4名の研究員から構成されています。比較的小規模な研究室ということもあり、笑顔の絶えない明
るい雰囲気の中で、楽しく研究を続けることができました。
　私の暮らしたジュネーブという街は、レマン湖の畔にある都市で、情緒あふれる旧市街や、国際連合
の諸機関等の国際機関も多く所在しています。フランスとの国境に位置し、毎日フランスからジュネーブ
へ通学、通勤する人も少なくありません。海外からの旅行者や移民も多く、私自身、ジュネーブ大学の留
学生との食事やスポーツなどを通し、異文化交流を楽しむことができました。
　休日には、スイスの雄大な自然はもちろん、隣国のフランスやイタリア、ドイツなどを旅して、ヨーロッ
パの歴史や文化を肌で感じ、社会的見地を広げることもできました。
　この留学に先立ち、ご指導いただきました先生方、大学関係者の方々にこの場をおかりして深く感謝
申し上げます。

SMAC  CASE.05

医学科3年　堤　　甲輔

Geneva University Hospital（スイス）
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研修先

　2013年7月29日から、同年12月23日まで、
イギリス、バースという街にあるバース大学にて
研究活動を行わせていただきました。かねてか
ら強く関心を持っていた再生医学に関する研究
を、日本とは全く違った環境で約5ヶ月もの間、
行うことができたことを大変ありがたく思いま
す。
　思い返せば渡英したばかりの頃は、お世話に
なった研究者、院生、技術者の方々は皆、様々
な国の方で、新しい環境に胸躍らせながらも意
思疎通など、うまくやっていけるだろうかと不安な気持ちはありました。しかし、誰もが優しい人ばかり
だったこともあり、すぐに打ち解けることができ、それからの5ヶ月間はあっという間に終わってしまっ
たような気がします。はじめの1ヶ月半ほどの寮生活を通して本当に様々な国出身の学生と知り合うこ
とができ、イギリス特有のパブもこの時初めて体験できました。その後はインド出身の方のご家庭にお
世話になり、いつか体験してみたいと思っていたホームステイまで経験することができました。研究に
おいても、先生の論文執筆に実際に関わらせていただき、研究の面白さと同時に発表できるデータを
取る事の難しさといった様々なことを経験させていただきました。5ヶ月間という期間があったからこ
そイギリスでの生活も、研究活動も満足のいく形で終わることができたと思います。海外へ長期間出
る機会をいただき、ありがとうございました。

SMAC  CASE.06

医学科3年　仲井　祐貴

University of Bath（イギリス）
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研修先

　 私は 8月14日から12 月31日までの 4か月半
の間、Universi t y of Zur ichのInst i tute of 
Pharmacology and Toxicology Brown labにお
いて、Profiling inter-individual differences in 
signaling pathwayに参加してきました。この研究
は一つの病に対し多くの薬がある中でその効果には
大きな個人差がみられる。そこでシグナル伝達経路
における機能の強さの個人差を人の線維芽細胞か
ら見られるように試みるというものです。この研究
の過程において細胞培養をはじめplasmid, virus 
preparation, virusによるtransfection, infection
など数々の実験操作を経験し習得することが出来まし
た。
　チューリッヒは学園都市と言われるようにチュー
リッヒ工科大学とチューリッヒ大学を中心に学生が多い街であり、安定した気候と美しい自然に囲まれ
学ぶには絶好の場所であったと思います。また、スイスはよく知られるように4か国語を公用語とする国
家であり、少し生活するだけで"多様な"人種、文化に触れられる国です。私の所属した研究室もアメリカ
人の教授をはじめ様々な国から集まってきており、海に囲まれた日本ではなかなか体験することの出来
ない経験が出来ました。
　最後にこの留学の機会を下さった先生方に感謝の意を述べてこの体験記を閉じたいと思います。あり
がとうございました。

SMAC  CASE.07

医学科3年　中嶋　亮介

University of Zurich（スイス）
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研修先

　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。

SMAC  CASE.08

医学科3年　中西　俊就

University of Minnesota（アメリカ合衆国）
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研修先

　2013年7月17日～12月27日まで、タイのマ
ヒドン大学付属シリラー病院の研究室で、腎結
石発症による発現タンパク質の変化についてプ
ロテオーム解析を用いて研究を行いました。初
めの約１ヶ月間は基本技術の習得と研究計画を
行い、その後の約５ヶ月間で人工的に結石を作
成、細胞の培養、タンパク質の抽出、電気泳動、
LC-MSを行いデータを作成しました。
　専門知識と技術を身に付けることが出来、世
界の研究者達のモチベーションと技術力の高さ
を知ることが出来ました。将来、医師として臨床と研究、どちらに進むのかを考えるための貴重な経験
となりました。
　ですが、海外で研究を行ったこの半年間はそれだけではありませんでした。
　海外で、タイで、半年間暮らす中で週末を使って旅をしました。ジーンズとポロシャツ一枚を身に付
け、リュックを背負い、言葉の通じない、文化も習慣も人種も何もかもが異なる世界をどこまでも旅しま
した。言い尽くせないほどの感動と経験と出会いをしました。ここではとても書ききることが出来ませ
ん。そしてきっと、私が経験したことは私だけの感動なのだと思います。ですが、一つだけ言いたいこと
は、世界は希望と可能性に満ちているということです。これから先、SMACを通じて海外に行く人達も、
世界を見て、自分だけの答えを見つけて欲しいと思います。
　今回、素敵な半年間をありがとうございました。

SMAC  CASE.09

医学科3年　二又　卓朗

Mahidol University（タイ）
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研修先

　私は、8月末からの4か月間、アメリカのボス
トンにあるJoslin Diabetes Centerにて研究
活動を行いました。私がお世話になったラボは
Patti labで、インスリン抵抗性と幹細胞の機
能の関係性をテーマに研究生活を送りました。
Joslinはハーバードメディカルスクールの関連施
設で、糖尿病に関する世界最先端の研究所です。
そのため世界中から優秀な研究者たちが集まっ
てきていました。Joslinでは、研究者同士の交流
を深めるイベントも多く開催され、ラボメンバー
に関わらず、たくさんのJoslinのresearch fellowと交流をもつことができて楽しかったです。また、毎週
火、木曜日の週２日、糖尿病研究に関するセミナーが開かれ、最先端の研究内容も含めた糖尿病に関す
る知識をより深めることができました。
　ボストンは留学するのにはとても適した場所だと思います。アメリカの中でも治安はかなり良い街と言
えますし、ハーバード大学やMITといった世界トップレベルの大学が集まる学術都市としても、とても活
気のある街です。交通手段も発達していて、週末には買い物にでかけたり、ボストンの観光名所をまわっ
たりと、研究活動以外でもとても楽しいひと時を過ごすことができました。
　今回、留学してみて感じたことは、世界は本当に広いということです。日本に留まっていては味わえない
体験、異文化をこの留学でたくさん経験することができました。何よりも、留学しなければ決して出会うこ
とができなかった人たちと交流をもつことができて、本当に良かったと思っています。学生という立場で
海外での研究活動に携わるという、素晴らしい機会を与えた下さった関係者の方々には感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。

SMAC  CASE.10

医学科3年　村尾　仁美

Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School（アメリカ合衆国）
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研修先

　私はミシガン大学の病理学教室猪原ラボで
偽膜性大腸炎における常在細菌と宿主免疫の関
わりについて５か月間ほど研究留学させていた
だいていました。研究のことから、生活全般のこ
とまですべてが新しいことの連続で、非常に有
意義な日々を過ごすことができました。研究に
関しては時には夜遅くまでかかることもあり、大
変なこともありましたが、医学的知識がまだま
だ乏しい私にもわかるように丁寧に指導してく
ださったおかげで、実験手技に限らず非常に多
くのことを学ぶことができました。ディスカッション等に混ぜていただいたり、実験のデーターを論文に
使っていただいたりと最先端の研究に少しでも関わることが出来て光栄に思います。また、週に一度の
複数の研究室が合同で行っている研究プレゼンテーションにも参加させていただき、自分の研究分野
に限らず様々な事柄を学ぶことが出来ました。
　研究以外の面でも様々な貴重な経験をさせていただきました。HalloweenやThanksgivingなどの
アメリカ文化や、短い間でしたがホームステイをし、アメリカの生活を存分に味わうことが出来ました。
またLanguage partnerやConversation circle、International centerのイベントなどを通じアメ
リカ人のみならず、世界各国から来た人と出会い、語り合うことができ、様々な価値観や文化に触れる
ことができました。
　実は留学を決意するのに際し、なかなか勇気がでなかったのですが、今は本当に留学することが出来
てよかったと思っています。この留学で得たものは計り知れません。最後になりましたが、研究に関して
ご指導いただいた猪原先生はじめ、様々な面で留学を支援してくださった多くの関係者の方々に心より
感謝いたします。
  

SMAC  CASE.11

医学科3年　矢田　祥子

University of Michigan Medical School（アメリカ合衆国）
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研修先

　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。
　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。

SMAC  CASE.12

医学科3年　吉留　宏美

University of Michigan Medical School（アメリカ合衆国）
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研修先

　私は3年生の夏から冬にかけて自己開発コースを利用して、ミシガン大学の病理学教室に留学する機
会を与えて頂きました。私がいた研究室では世界中から留学生が集まって来ており、お互いのお国事情
などを話しながら和気あいあいとした雰囲気の中日々研究をしていました。そのラボでは私以外の研究
員はすべて院生以上の経験を積んだ方ばかりだったので、研究の知識も経験も乏しい学部生がラボに
参加することは負担以外の何物でもなかったでしょうが非常に親切にしてくださり、研究についてのア
ドバイスをしてくださり、トラブルが起きた時も色々手を尽くしてくださいました。
　今回の留学では、大学にいるだけでは決して経験しえないことをたくさん経験することができまし
た。新たな環境で今まで出会ったことのないような人やモノに出会い、触れ、感化されることで今まで
の自分では考え付かなかっただろうことに思い至ることが増えたように感じます。本来なら学生の期間
中に大学から離れて長期間活動することは難しいことなのですが、今回そういった機会を与えて頂き外
部に長期間身を置くことで、それまでいた自分の世界を客観視することができたように思います。
　自己開発コースを単なる研究に親しむだけのカリキュラムの一つという位置づけだけでなく、将来の
自分の人格形成やステップアップの一助とできたことは私の大きな強みであると感じています。
　今回こういった機会を与えてくださった大学関係者の方やミシガン大学の研究室のメンバー、またさ
まざまな面でサポートしてくれた家族や友人に最大限の感謝の意を表します。どうもありがとうござい
ました。

SMAC  CASE.13

医学科3年　米谷　　廉

University of Michigan Medical School（アメリカ合衆国）
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