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は じ め に
　今年も３年次医学生14人が４-６ヶ月の海外留学を終え、無事帰国しました。それぞれが成功や失敗、
喜びの体験や苦い経験を持ち帰り、帰国後報告会で意気揚々と話をしてくれました。もとより目的や
活動もなく海外旅行気分で異国情緒を感じてもらう意図などありません。国際的空間での最先端研究
室で日々実験生活を送り、その結果ヒタヒタと体や心に滲み入る空気や風景や人々の営みこそが心地
よく、意味があるものだと思っています。少しでも受入れラボに貢献できるデータを出して、ラボス
タッフとの深い絆形成が促進され、成功体験を得ることが真の国際性や学術親和性の獲得、人間的成
長につながると信じています。
　しかしデータが出る幸運は滅多に訪れません。学生の成長は線形ではないので、幸運は少なくとも
２-３ヶ月のマンネリズム的努力の潜時を経て初めて現れます。渡航前にこうした潜時を一部すませて
おくと効率はいい筈です。そのため学生が英語や実験手技をある段階まで準備できるコースを設置し
ました。そして夏休みも利用し比較的長い５-６ヶ月の自己開発期間をカリキュラム上に確保し、実践
研究参加型教育の協力受入れ海外研究室を探してきました。実際、受入れ研究室からは、４ヶ月以下
ではギブ＆テイクが成立せず、受入れられないという声が聞かれました。これが他大学で実施される
学生海外派遣の取り組みとは決定的に異なる点でした。
　大学には学生に学術的態度と国際的視野を育む場を提供する使命があります。本来なら医学科生全
員が海外で留学経験をしてもいいのかもしれません。しかし支援できる労力的限界や金銭的限界やク
ラブ活動など学生の個人的事情を考えれば、一割程度が現実的かもしれません。それでも十分新風を
巻き起こしていると思います。帰国後に学生が多くの同級生や後輩、家族や知人に伝えることで、彼
等の波動がやがて学生空間のテンションを変え、きっと大学周囲にもその空気は広がるでしょう。勿
論、批判や嫉妬や拒絶を感じた方もいたでしょう。「海外経験だけが国際化ではない。地域に留まって
も国際化は可能だ」、「自分は今置かれた日本のこの環境でベストを尽くす」、「表面的な国際化が本質
ではない。その向こうにある多様な人たちと信頼関係を構築できること、そのためには自身の成長こ
そが重要なのだ」という深淵な真理に気づき、全く逆のアプローチから動機づけられる人もいる筈で
す。だからこそ、むしろ今までにない選択肢と新しい風が必要なのだと思います。多様な学生の医師・
医学者への成長プロセスは一人一人違います。新しい風が学生の空気を変え、多様な人材、多様な体
験を育み、切瑳琢磨できるような学生空間が生まれるといいと思います。そう意味でもこの「SMAC支
援海外実践研究参加」の選択肢が継続することを願っております。国際的な活動や思考を通じて、地
球規模での共感の喜び、相違の面白さ、違和受容の難しさ、そしてその必要性に気付き、大きく羽ば
たいていただきたいと思っています。
　最後に、文科省が支援するこの「アカドク海外実践研究参加プロジェクト」の最終年度が何とか成
功裡に終えられたことは、ご理解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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　2014年の９月２日から同年の12月18日まで自己開発コースのカリキュラムの一環として、イギリスに行って研究活動
に参加させていただきました。私がお邪魔させていただいたのは英国ロンドン、その南西にある都市バースにあります
バース大学の再生医学センターでした。今回の海外に一人で出るという体験自体は私にとって初めての事であり、故に
そこでの生活ももちろんのことですが、全てが初めての体験になりました。正直なところを言えば、海外に出るという
のはとてつもない量の準備をしないといけなかったですし、お金の支出もかなり額になりましたし、山口大学内で自己
開発コースに参加するよりも明らかに数倍の苦労をすることになってしまいました。それにも関わらず、どうして私が
自ら望んで海外にいこうと思ったのか、少しお話をしておきたいと思います。
　再生医療研究というのは将来的に医療の在り方を大きく変えることになる研究だろうとよく話されています。メディ
アでも再生医療はとても注目を浴びており、その分野に関係する物はiPS細胞やSTAP細胞など、良くも悪くも普段その専
門分野に触れることはない人々の耳にも届くほどです。しかしながら、改めて考えると私は再生医療とはどういうもの
なのか、そしてどんなことを研究してあるのか、何も知らないことに気づきました。
　もうひとつ理由としてあげられるのは、やはり海外での生活の機会でしょうか。自ら動くことが無いならば、普通の
大学生は海外に出ることなくその大学生活を終えてしまうでしょう。そして、大学を卒業した後、病院で働き出すとも
うなかなか海外で生活を送るという機会はめったにないと話に聞いていました。そうなると海外での生活を経験できる
チャンスは今しかないと思ったのです。
　さて、実際のところ皆さんは再生医療と聞いて実際のところどこまで研究が進んでいるのか思い浮かびますでしょう
か。再生医療と聞いてまず思い浮かぶのは、iPS細胞ではないかと思います。日本の中で最も有名な再生医療研究である
この研究は、人間の皮膚などを様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞
を作成するというものですが、この細胞の研究によって神経細胞や心筋細胞、そして血液などを作成することができた
というニュースなどの報道を昨今見聞きすることが多いと思います。しかしながら、iPS細胞や以前から存在していたES
細胞が実際に医療へ応用するにはもうひと段階大きな壁があります。細胞や組織などを作ることができてもそれはあく
までも一部であり、それだけで機能することはありません。例えば眼球を挙げると網膜・脈絡膜・水晶体・視神経細胞
などがきちんとした順番に並ぶことによって初めて眼として機能します。もちろん他の臓器に置いても同様で複数の細
胞が互いに並ぶことによって臓器としての機能を有するのです。そして、私がお邪魔したバース大学で行っていた研究
がこの「万能細胞を３次元的構造の構築を行うメカニズムの解明」というものでした。これから先、この研究が進んでい
くことによってiPS細胞から３次元構造を有している、つまり完全な臓器を作り出すことができるようになるのではない
かと思います。
　今回の海外での研究生活において古谷先生には多くの事を教えていただきました。バースでの生活についてや買い物
などにおける注意点など生活に関する事柄から、世界から見た日本についてや研究における考え方についてなどまで、
本当にたくさんの事をお話しして下さり、たくさんのことを知ることができたと思います。大きく自分が成長できたと
いう実感は全くありませんが、きっと自分の中での経験値になっていると良いなと思っています。このようなチャンス
を与えてくださったこと、また今回お世話になりました古谷－清木誠先生を始めとする多くの方々に改めて感謝をした
いと思います。

医学科３年   中嶋  章博
研修先
University of Bath /イギリス
 研究課題   メダカモデルを用いた再生研究
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　７月から12月までの約５ヵ月間、アメリカ合衆国メリーランド大学医学部
Dr． Eduardo Davila研究室にて、腫瘍免疫学研究を行いました。「IRAK４阻害に
よるメラノーマ機能制御」というテーマで、実験手技取得から最新免疫学研究
まで本当に多くのことを教えていただきました。研究活動は初めてのことば
かりで、失敗も多く、このまま研究が上手く進むか不安な日々もありました
が、ラボメンバーはとても優しく、どんなときもサポートしていただきました。
やりたいことは何でもさせていただいたので、充実した研究生活を送ること
ができたと思います。
　渡航前は、学生生活の中で約半年もの長期間海外で学ぶことができる機会
は今しかないだろうと、ワクワクしながら準備をしていました。しかし、い
ざアメリカに入国してすぐにいくつか問題が発生しました。まず、英語が思
うように使えない。みんなで話している中に入っても、話題についていけな
いことがよくありました。また、友達ができない。初めて一人での海外渡航
でなかなか友達ができず、英語の悩みもあったのでラボと家の往復ばかりの
毎日でした。やがて２週間ほどが過ぎ、このままではせっかくの５ヵ月がもっ
たいないと思い、解決策を自分なりに考え始めました。
　手始めに、できるだけ多く人と話すことに努めることにしました。そこで大切だと思ったのは笑顔と挨拶です。アメ
リカでは見ず知らずの人でもすれ違うとにっこり笑って挨拶され、世間話が始まるということがよくありました。私も
真似していろんな人に挨拶してみると、そこから会話が繋がり、仲良くなって…と気づけば英語の問題も友達ができな

い問題もなくなっていました。期間中多くの出会いがあり、その中
で異文化経験をしたり、コミュニケーション能力を高めたりと日本
ではできない経験をすることができました。
　５ヵ月間を通して、研究面や生活面などで悩む日ももちろんあり
ましたが、何事にもまず挑戦してみる、そして行き詰ったらどうす
れば解決できるかを考えることの大切さを学ぶことができました。
今しかできないことを経験でき、渡航して正解だったと思います。
　今回の海外研修にあたってお世話になりました関係者の方々に心
より感謝申し上げます。ありがとうございました。

医学科３年   猪坂  真衣
研修先
University of Maryland School of Medicine /アメリカ合衆国
 研究課題   IRAK-1,4過剰発現メラノーマによるenhausted Tcell 発現研究
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　私は７月の中旬から12月末までアメリカのニューヨークにあ
るニューヨーク医科大学で研究活動を行いました。私が在籍した
department of microbiology and immunologyはマクロファージ
由来のエクソソームの乳癌に対する影響を調べており、自分もそ
のテーマの下で基礎研究をしました。今回、私が関わった乳癌は 
heterogeneity であり異なるレセプターを持った様々な癌細胞によっ
て構成されています。この構成する細胞の比率によって intratumor 
heterogeneity （腫瘍内ヘテロ不均一性）のみならず intertumor 
heterogeneity （腫瘍間ヘテロ不均一性）が生じ、癌それぞれに個別化
された治療が必要とされてきています。特にMDA-MB231 と呼ばれる
細胞は Triple negative breast cancer とも呼ばれ、レセプターを持っ
ていないため、ホルモン療法などの一般的な治療は難しく、非常に厄
介な癌細胞と言われてきました。そこで私が今回お世話になったラボ
では、この癌細胞に対する新しい治療法としてmiRNAに注目していま
した。最近、細胞内で働くと考えられてきたmiRNAが、細胞外へ分泌
される事が報告されており、この分泌にはエクソソームというと呼ば
れる脂質の二重膜の細胞外顆粒が関わっているという事がわかってき
ました。このマクロファージ由来のエクソソームの乳癌に対する影響
を検証し、それからmiRNAの同定に入るという過程下、ウエスタンブロット、細胞周期分析をはじめとする基礎的な実
験手技を学びました。周りにはPHD　studentが多かったため萎縮する事なく積極的にディスカッションや研究の指導を
受ける事ができ、またAACR（アメリカ癌学会）に参加するという非常に貴重な体験をさせて頂きました。
　私は、学生寮で生活するという恵まれた環境だったため、現地の医学生と生活を共にする事が出来、休みには一緒に
マンハッタンに遊びに行くなど非常に楽しい研究生活を送る事ができ非常に充実した生活を送れました。将来何らかの
形で海外に行く事はあると思いますが、この自己開発コースでの体験は、英語力はもちろん、メンタル面など全てにお
いてプラスになったと思います。
　このような機会を与えて下さったSMACの関係者、受け入れて下さったRaj K. Tiwari先生に感謝いたします。

医学科３年   北台  友貴
研修先
New York Medical College/アメリカ合衆国
 研究課題   全トランス型レチノイン酸による乳癌幹細胞マーカーCD44の発現調節について
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　私は、９月の初めから12月の中旬までの３ヶ月半、
アメリカのボストンにあるHarvard School of Public 
HealthのIchiro Kawachi教授の下に留学しました。
Kawachi先生はソーシャルキャピタルの第一人者と
して世界的に有名で、公衆衛生に興味のあった私が
先生のもとに留学できることは大変光栄なことでし
た。ハーバード大学ではKawachi先生の授業に参加
させていただき数多くの事を学びました。
　ボストンはハーバード大学の他にもマサチュー
セッツ工科大学やボストン大学など、世界的な有名
大学があり、まさに学生の街であると実感しました。
これらの大学で学んでいる優秀な学生との出会いも
数多くありました。医学生はもちろん、物理や化学
をはじめ、ビジネスや経営を学んで
いる学生との会話はいつも新しい視
点を与えてくれました。ただ高度な
話になればなるほど、私の英会話能
力では表現しきれないことも多く悔
しい思いをしましたが、これを帰国
後のモチベーションとして学習を続
けていきたいです。
　最後に、留学の機会をくださった
先生方や、留学をサポートしてくだ
さったSMACの皆様に感謝の意を表
したいと思います。ありがとうござ
いました。

医学科３年   木村  　剛
研修先
Harvard School of Public Health/アメリカ合衆国
 研究課題   健康の社会経済格差に関する研究：運動とスポーツに焦点を当てて
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　自己開発コースをアメリカで過ごすことで、自分にとってとても良い刺激をたくさん得られました。研究面では、医
学用語を英語でラボの外国人のメンバーと話すことで、語彙力の向上とともに、自分の聞き取れなかったこと、理解で
きない仕組みを怖がらずに質問するという積極性を身につけることができました。研究内容は前立腺がん細胞を用いた、
アポトーシスに関わるタンパク質の抑制機構について調べることで、細胞培養、電気泳動、ウェスタンブロットなどの
実験手技も学ぶことができました。
　また、はじめてシェアハウスというものにステイして住人と日常会話をすることで、日常会話でどんな言葉が使われ
ているのかを知ることができたのも自分にとっては大きかったです。日本にはない祝日であるハロウィーンやサンクス
ギビングを現地の人と過ごしたこともとてもいい刺激になりました。
　今後大学生活を送っていく上で経験できないような貴重な体験をたくさんすることができて本当に良かったと思いま
す。ここで身につけた医学知識、英語力をこれからの生活に将来に生かせるように努力していきたいと思います。受け
入れてくださったDr. Matsuyamaをはじめとして多くの先生方、スタッフの方々にはお世話になりました。このすばら
しい体験をさせてくださった皆様に感謝致します。

医学科３年   黒木  大世
研修先
Case Western Reserve University, Case Comprehensive Cancer Center/アメリカ合衆国
 研究課題   アポトーシス制御に関わる蛋白質群の関係

研究棟

シェアハウス Dr. Matsuyamaと

研究風景
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　７月中旬から12月末までの約５ヶ月
間、アメリカのウィスコンシン州にあ
るWisconsin National Primate Research 
CenterのEi Terasawa教授の下で、神経
内分泌学分野の研究に携わらせていた
だきました。
　研究テーマは、思春期を開始させる
因子の解明ということで、未だ分かっ
ていない部分も多い領域において、最
先端の研究に関わることができまし
た。さらにこの研究室の最大の特徴が、
実験動物としてサルを用いるというこ
とで、非常に貴重な体験をさせていた
だきました。
　ウィスコンシン州のマディソンはア

メリカ中西部にあり、冬はマイナス30℃近くまで気温が下がる極寒となりますが、大学を中心として形成された大学都
市とも言え、最新の調査で住みやすい都市１位に輝いた素晴らしい都市です。
　ビザや英語、研究なども含め、自分ではそれなりに準備をして留学に臨んだつもりでしたが、実際に渡米してみると様々
な困難にぶち当たることになりました。
　具体的には、英語という言葉の壁が思っていたよりも高く、研究においてだけではなく日常生活でも苦労したり、平
日は毎日研究室に拘束される中で、自分で一からコミュニティーを形成するのが非常に難しかったり、ほとんど役に立
たない立場で、いつまでも自分の研究がさせてもらえないことに焦りを感じる、といったようなことがありました。
　自分を成長させたい、もっと大きな世界を見てみたい、というような思いを抱き、やる気十分で渡航した私にとって、
このような困難はダメージが大きかったのですが、研究以外の時間は極力課外活動に当てるなど、積極的に行動するこ
とによって徐々に友達も増え、気持ちも前向きに変わっていきました。
　この自己開発コースでの海外留学の体験は、私にとって自分の将来を考えるきっかけともなり、日本に帰ってからの
モチベーションが高まったり、自分の大きな成長を実感しています。
　このような経験をさせていただくにあたり、SMACやシステム神経科学教室の皆様、Wisconsin National Primate 
Research Centerの皆様には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。

医学科３年   斎藤  　光
研修先
Wisconsin National Primate Research Center, University of Wisconsin-Madison/アメリカ合衆国
 研究課題   GABAニューロンにおけるレプチンレセプターの発現



7

CACACACACACACACACACACACACACACACACACAACACACACCACACACCACC SESESESESEESESESESESESESESESESESESEESEEEESESESESESESSS .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.000000.0000000077777777777777777777777777

　私は７月中旬から12月中旬まで、SMAC支援コースのプログラムを利用
しアメリカ合衆国ミシガン州アナーバー、University of Michigan Medical 
SchoolのDr. Andrew P Liebermanの研究室に「SBMA（球脊髄性筋萎縮症）モ
デルマウスに対する運動の影響」というテーマの下に留学させて頂きまし
た。
　アナーバーは自動車の町として有名なデトロイトから西へ車で１時間ほ
どの場所にある人口10万人ほどの田舎町です。この町はミシガン大学の本
拠地であり、町と大学がほぼ一体化していて学生も多く、外国人留学生に
とってとても住みやすい環境にあります。夜に外でジョギングができるほ
ど治安が良いのも魅力でした。
　初めは外国で研究ということ自体が不安でたまりませんでしたが、ラボ
では“undergraduateの学生ならできなくても当たり前”と基礎から丁寧に教
えて頂き、自分の仕事をもらった時にはとても嬉しかったことが印象に残っ
ています。私のラボはイタリア人、中国人、韓国人、スリランカ人、イン
ド人、そして日本人の私、と国際色豊かなラボで研究の合間にラボメンバー
と話すだけでも様々な刺激をもらえました。留学中は平日の間は研究していましたが、休日には現地でできた友達と遊
びに行ったり、アメリカ国内を旅行したりと見聞を広げることにも精を出しました。
　数多くの経験を得た５ヶ月でしたが、その中で私にとって最も貴重だったのは自分自身について考える時間ができた
ことです。異国の地で見知らぬ外国人と慣れない研究生活を送るというシチュエーションの中に身をおくと、そこは日本
にいたときの自分と全く関係のない世界で、今まで当たり前だと思っていたことが実はそうでもなかったことに気づきま

す。研究の方法から日常生活のちょっとした部分まで至る所で新しい経験
をするうちに自分の中に今までと異なった価値観が生まれてくると思いま
す。それが私にとっては自分を見直すことにつながったと感じています。
　最後になりましたが、このような機会をくださったSMACの皆様、関係
する全ての方にこの場を借りてお礼申し上げます。

医学科３年   島村  亮助
研修先
University of Michigan Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   熱ショックタンパク質を介したポリグルタミンアンドロゲン受容体制御によるSBMAの治療法の開発
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　私は、SMAC海外支援コースというプログラムを通して、７月下旬から12月下旬までの約５ヶ月間、アメリカのボス
トンにあるJoslin Diabetes CenterのDr. Mary-Elizabeth Pattiのもとで研究させていただきました。インスリンの受容体に
異常のある患者さん由来のiPS細胞や、ある特定のタンパク質をノックアウトしたマウスを使って、インスリンシグナル
を調べるという研究に携わりました。渡米前は、研究というものが何一つわからない状態でしたが、担当の先生が丁寧
に教えてくださり、興味深く研究に取り組むことができました。
　ボストンはアメリカの中でも古い歴史を有する街であり、レンガ造りの可愛らしい街並みを目にすることができます。
中心地から少し離れると、のどかな自然も見られ、都会とのバランスのとれた素敵なところです。また、多くの大学や
研究施設等があり、様々な国の方や職業の方にお会いする機会もたくさんありました。そのような方々と会ってお話し
するのは、自分の知らない世界を知るきっかけにもなり、毎日が新鮮で刺激的でした。
　このプログラムに参加するかどうかを非常に悩み、期待よりも不安のほうが大きいまま、渡米しましたが、結果的に、
日本では味わうことのできない貴重な経験を学生の間に味わうことができて本当に良かったと思っています。自分の将
来についてももっと考えていこうと思うきっかけにもなりました。最後になりましたが、今回の留学に際し、ご指導並
びにご支援いただきました、Joslin Diabetes Centerの方々はじめ、多くの関係者の方々に感謝の意を表します。ありが
とうございました。

医学科３年   白水  　舞
研修先
Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   インスリン抵抗性とインスリンシグナル、細胞内代謝の関係
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　私は７月12日から12月12日までの５ヶ月間ミシガン大学薬理学教室のOsawa教授のラボに留学させていただきまし
た。この５ヶ月間毎日が新鮮で刺激的で、本当に充実した日々でした。ラボでは「NOSのタンパク量調節メカニズムと
薬剤の影響」をテーマに研究をしました。担当のOsawa教授は、私が実験で失敗をしてしまったときでも、何が原因だっ
たのか一緒に真剣に考えて下さり、励まして下さいました。自分が情けなくて涙が出ることもありましたが、少しでも
お世話になっているラボにお礼がしたいと必死だったように思います。経験も技術も未熟な私に一つのテーマを下さり、
自分の思うままに納得のいくまで実験をさせていただきました。
　研究以外でも現地の学生や留学生、私たちと同じようなプログラムで来ている日本人の学生などと知り合うこともで
きました。異なる言語をもつ友人や、異なる分野を専門とする学生と話し、もっと広い視野を持ち、色々な引き出しを
持ちたいと感じました。いつもいる自分の環境を外から客観視することもできたように思います。また、同じプログラ
ムで山口大学から行った４人で５ヶ月間生活しました。辛いことも嬉しいことも全てを共感し合える仲間に恵まれ、本
当に幸せでした。
　学部学生の間で半年間も海外での研究室でお世話になれる機会はとても貴重なことだと思います。留学中も充実した
日々を感じながら過ごしていましたが、帰国して１ヶ月経った今、さらにこの５ヶ月間本当に素晴らしい日々だったと
感じられます。今回このような何にも代えがたい素晴らしい経験をできたことに感謝し、これからの生き方に必ず生か
したいです。
　５ヶ月間受け入れて下さった薬理学教室のオオサワラボ
の方々、このような貴重な機会を与えて下さった先生方、
様々な面で支えて下さった関係者の方々に心から感謝いた
します。本当にありがとうございました。

医学科３年   永野  知佳
研修先
University of Michigan Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   Hsp70とHsp90のシャペロンシステムの作用メカニズムと構造について
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　私は７月13日から12月11日までアメリカ合衆国University of Michiganの薬理学
教室Osawa labで活動させていただきました。そこで過ごした５ヶ月間は、終わっ
てみると何か夢を見ていたのではないかと思うほどにあっという間のものでした。
　最初に私が取り組んだ研究について紹介します。すでにOsawa labではHsp90/
Hsp70-based chaperone machineryを介するタンパク質分解経路によってnNOS
が分解されることが確認されています。私は「ユビキチンプロテアソーム系にお
けるタウ蛋白の制御について」をテーマとし、タウ蛋白もHsp90/Hsp70-based 
chaperone machineryを介するタンパク質分解経路によって分解されているの
かということを検証するために実験を行いました。具体的には、このmachinery
に関わるchaperoneやcochaperoneを薬やtransfectionによって操作し、Western 
blottingによりタウ蛋白の変化を調べるということを行っていました。タウ蛋白が
コントロールできるようになると、タウ蛋白が関連する疾患の治療につながる可
能性があります。研究室では、Osawa先生をはじめ、多くの先生が様々なアドバ
イスをしてくださり、とても恵まれた環境で実験を進めることができました。また、Protein folding diseaseに関わる研
究についてのmeetingにも何度か参加させていただき、多くのことを勉強させていただきました。
　次にAnn Arborでの生活のことについて紹介したいと思います。University of MichiganがあるAnn Arborはとても治安
が良く、きれいで暮らしやすい街でした。ニューヨークやシカゴのようにきらびやかな都会というわけではありませんが、
Ann ArborのDown townに出ると、ハンバーガーショップ、おしゃれな雑貨屋、カフェ、映画館など小さなお店が全
て徒歩圏内にぎゅっと集まっていました。Michigan内のAnn Arbor周辺にも素敵な場所が多く、休日には私たちの研究
室や他の研究室の先生にいろいろなところへ連れて行っていただきました。さらに、Language partnerやConversation 
circleといったMichigan大学のシステムを利用して友人を作り、休日に一緒に遊んだりもしました。
　この５ヶ月間を通して、研究に対する知識はもちろんのこと、多くの海外で活躍されている研究者の方とコミュニケー

ションをとることによって、一生の財
産になるであろうつながりを得ること
ができました。良き研究者の先生に出
会うことができ、短い時間でしたが研
究の難しさ、面白さ、奥深さにも触れ
ることができ、かけがえのない経験と
なりました。
　今回SMACのご支援のもと、このよ
うな貴重な体験をさせていただき、大
変感謝しております。渡航に先立ちま
してお世話になりました機能神経解剖
学講座の篠田教授をはじめとする先生
方、SMAC関係者の方々、また、今回
受け入れてくださったOsawa labの皆
様にこの場をお借りして、心よりお礼
申し上げます。

医学科３年   原田  佳代子
研修先
University of Michigan Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   一酸化窒素合成酵素の構造と機能および調節に関する研究
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　私はSMACの留学プログラムを通じて７月中旬から約５ヶ月間、アメリカのミシガン大学、猪原研究室にて研究活動
を行わせて頂きました。dysbiosis関連疾患の作用機序と予防法の解明というテーマの下、非常に多くの実験をさせて頂
きました。医学的知識も乏しく実験手技も十分ではなかった私に熱心にご指導頂き、時には夜遅くになる事もありまし
たが本当に貴重な体験をさせて頂きました。私を含めて５人という小規模な研究室でしたが、同世代の学生もおり、一
緒に教え合う事ができ、実験面でもコミュニケーション面でもとても良い機会となりました。また、週に１度の複数の
研究室で集まるセミナーにも参加し、学生ながら研究の一端に携わらせて頂いた事を感じられ、非常に光栄でした。
　アメリカという普段慣れている環境とは全く違った土地で、さらには語学留学ではなく研究留学という３年生であり
ながらはなかなか得ることのできない機会の中で刺激を受ける毎日でした。食文化、大学の校風、学生の人種、何をとっ
ても新鮮で自分自身がいかに井の蛙であったかを痛感しました。
　また研究以外では多くの人に出会ったことが一番自分の留学生活で印象に残っています。多くの学生に出会い、話をし、
日本で同じ分野で集まる環境だった私の生活からは想像できないような意見や将来に対する考えを聞く事ができ、本当
にかけがえのない経験をさせて頂いたと思います。５ヶ月間はあっという間でしたがこれから私が過ごしていく中でも
この５ヶ月間は何にも代えられない一大イベントになったと思います。
　これから留学を控えている学生の皆さんも、きっと過ごし方次第で最高の研究留学になることと思います。自分だけ
の輝かしい期間を過ごして欲しいというのが素直な意見です。
　留学するにあたって様々な面でご支援をい
ただきました。このプログラムに関係する全
ての方に感謝いたします。ありがとうござい
ました。

医学科３年   松谷  直美
研修先
University of Michigan Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   偽膜性大腸炎の発生機序の解明と予防法治療法の解明



12

CACACACACACACACACACAACAACACACACACACAACACCAACCACACASESESESESESESESESESESESESESESESESEESEESEEESESESESEEESEE.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.11.1.11.111111111222222222222222222222222222222

　私はアメリカ東海岸BostonにあるHarvard School of Public 
Healthに約４ヶ月留学しました。受入教員のIchiro Kawachi教授
はHavard school of public healthの社会行動科学部長でもあり、
Harvard大学の学生にも大変人気な先生です。Kawachi先生は中学
まで日本で過ごされ、ニュージーランドで学位を取得。内科医と
して臨床をされておられました。しかし、日々呼吸器の患者さん
を治療する中で、臨床の限界と呼吸器疾患の主要因であるタバコ
対策の必要性を痛感されたそうです。そこで公衆衛生学に活躍の
場を移されタバコに留まらず、様々な社会問題と健康との関連を
研究されています。
　初めてのミーティングでKawachi先生から頂いたアドバイスは、
「どんなに研究が忙しくても、一日３回、優れた友人・同僚と茶飲
み話を２時間しよう。その中で研究や人生に役立つ知識がたくさ
ん得られる」。このアドバイスを受けて、自分はたくさんの出会い
を留学の目標に加えました。積極的に動くと紹介の連鎖が起きて、
この先の人生を変えるのではないかという素晴らしい出会いと機
会に恵まれました。
　現地の医学生の実習に参加させて頂き、アメリカの医学教育・
医学生の実際を目の当たりにしたり、医学の領域以外にも法学、経済、政策、工学など様々な研究者や企業の方達と交
流し、自分の知らない世界を垣間見ることが出来たりと、すべてが良い刺激となりました。
　私の研究は高齢者の健康と社会的要因との関連について、公衆衛生学の観点から検討するものです。課題が何度も生
じましたが、そのたびに研究者の方に随時相談することが出来、知識も増え良い結果をまとめることができました。こ
の成果を学術誌に投稿できるように準備を進めています。
　私は学士編入生で以前は心理職として精神保健行政に携わっていました。この二回目の大学生活で留学する機会に恵
まれ、山口大学医学部に来ることができて良かったと心から思います。この留学での一番の収穫は人とのつながりです。
たくさんの素晴らしい方々と出会えただけでなく、この“人とのつながり”の大切さを実感することが出来ました。私の
研究テーマである社会的要因は“人とのつながり”について科学的に検討するものでしたが、先輩研究者の支えを頂き充
実させることが出来ました。この経験を生かして、周囲の学生に良い刺激を与えられるような人、将来の医療に貢献で
きるような医師になりたいと考えています。

医学科３年   小林  諭史
研修先
Harvard School of Public Health/アメリカ合衆国
 研究課題   健康の社会的決定要因および日本人の食生活の内容を決定する社会経済的要因に関する研究
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　私は21014年８月から12月までの４ヶ月半にわたり、米国コロラド大学医学部にて
BP（Binding Protein）ドメイン含有タンパク質と結合する細胞表面受容体に関する研
究を行いました。研究室はDr. Zhu Yuwenを中心に、ポスドク、研究員、研修医等多
彩なメンバーから構成されていました。研究室としては小規模できたが、メンバーと
はその分、内容の濃い時間を共有することができました。
　SMAC支援コースとしては初めての交換留学生ということでVISAの発行を含め、現
地の大学スタッフとは多くのやりとりをこなしましたが終わった後の充実感を考える
とこれもよい経験になったと思います。

　コロラド州はアメリカ内陸に位置しており年間を
通してあまり雨が降らず、乾燥している、快晴が多
い、というような気候です。海はありませんが、西
側には山脈が連なっており夏はハイキングやマウン
テンバイク、冬はスキーヤーが集うアウトドアが活発なところです。聞いたところに
よりますと、コロラド州はアメリカで最も健康的な州、とも言われているらしいです。
私自身も余暇には地元のサッカークラブに参加し健康維持を心がけました。
　研究においても、基礎的な実験手技から実験結果の分析・考察まで様々な議論に参
加することができ大変貴重な経験をさせていただきました。今回のように数ヶ月とい
う期間を研究のみに打ち込める機会は学生生活を通してもなかなかできることはあり
ません。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
場をお借りして深く感謝申し上げます。有難うございました。

医学科３年   鈴木  潤一
研修先
University of Colorado,Anshutz Medical Campus/アメリカ合衆国
 研究課題   膵がんに対する免疫療法の開発に関する基礎的研究
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　私はボストンにあるハーバード大学関連医療機関のJoslin Diabetes Centerで、７月下旬か
ら12月下旬までの約５ヶ月間研究を行いました。海外経験が旅行も含め０に等しい私にとっ
て、毎日が新しい経験の連続でした。最初にアメリカへ到着する際、飛行機の窓から見えた数々
のプール、日本では見かけない木々、そして右側を走っている車に心を躍らせたのを今でも
覚えています。
　私がお世話になったDr. Patti labは統合生理学と代謝学を専門とした研究室です。STARSと
いう糖尿病との関連性が示唆されているタンパク質を骨格筋特異的に過剰発現させたマウス
を用いて、Western blottingやRealtime-PCRを用いて解析を行っていました。研究生活はメン
バーにも恵まれ、とても楽しい毎日でした。週に１度は外部からの先生を招いてお昼に講演

が行われます。ノーベル賞候補者と言われるような著名な研究者の方々の講演には毎回胸を躍らせていました。そして
渡米前の目標であった英語でのプレゼンテーションも、２回行わせて頂きました。しかし最初は緊張、失敗、苦労の連
続でした。特に印象的なのは初日のランチタイムです。研究に関する会話では、教科書などで見たことのある単語が出
てくることに加えゆっくりと説明して頂いていたため、ある程度の理解が出来ました。しかし、ランチタイムは別物です。
一つの内容にとどまらず展開していき、テンポも速いため、ほとんど理解が出来ませんでした。名前を覚えきれていな
いため誰の話かも分からず、テーマも曖昧、そして何より笑うタイミングもつかめず、悔しい思いをしました。ただニ
コニコと相槌を打つことしか出来ない自分をとても歯痒く感じました。しかし、この経験が多少なりとも私を変えてく
れたと思います。話の流れを止めることを恐れず、分からないことは聞く。無茶苦茶でもとにかく会話に加わる。その
２点を意識することにしました。これを意識し始めてから緊張が軽減し、相手も気を使わずに話してくれるようになっ
たと思います。12月のお別れの際はお互いが涙ぐむ程、仲良くなることが出来ました。アメリカには世界各国から人が
集まっており、母国語が英語でない人々も少なくありません。そのようなことも影響してか、こちらから何かを発信す
れば皆さん必死にその内容を拾ってくれます。黙っていては何も始まらない。間違いを恐れず前に進む。基本的なこと
かもしれませんが、海外においていかにそれが大事か改めて痛感しました。
　学部生のうちに日本を飛び出し、海外の環境に身を置いて研究を行えるとい
うのは本当に素晴らしいことだと思います。世界の広さを目の当たりにし、ま
た海外に飛び出したいという思いと共に、改めて日本を好きになることもでき
ました。世界最高峰の研究機関で過ごしたこの５ヶ月は、何物にも代えがたい、
本当に貴重な時間でした。
　最後になりましたが、私たちを受け入れて下さったDr. Patti、この機会を与え
て下さったSMACの先生方を始め、ご支援いただきましたすべての方々に、心
から感謝申し上げます。

CACACACACACACACACACACACAACACACACACAACACACAACCACACASESESESESESESESESESESESESESESESESEESEESEEESESESESEEESEE.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.11.1.11.11111111444444444444444444444444444444

医学科３年   藤澤  まり
研修先
Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School/アメリカ合衆国
 研究課題   ２型糖尿病患者の骨格筋において発現増加傾向がみられるタンパク STARS の解析
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