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苅田 雅子 

研修先：University of Michigan Medical School / アメリカ合衆国 

研究課題：High-throughput Screening によるヒト Hsp70 の安定性を高める低分子化合物の同定 

 アメリカのミシガン州にある University of Michigan 

Medical School の薬理学研究室に 7 月～12 月の約 5 か

月間留学しました。山口大学でも留学の約半年前から実

験の手技を身に付けるため、研究室に通い実験を行って

いました。研究はアメリカに着いてすぐに始まりました

が、ピペッティング技術の習得などから始まり、ここで

は日本での実験練習の成果もあってか、想像よりもスム

ーズに実験を進めていくことが出来ました。そして、基

本的な手技が出来るようになり実際に本格的な実験が始まりましたが、

そこからは教えてもらうという受け身ではなく分からないことがあった

時に自分から質問をするという形で研究が進んでいきました。その時に

何がどう分からない、だから何を教えてもらいたいのかをきちんと相手

に伝わるように説明するということが、英語を話すことに慣れていない

自分にとって、とてもストレスに感じました。しかし、そのおかげで今

では英語を話すことに躊躇することはなくなり、実践で英語を使うこと

で留学前と比べて確実に英語力を付けることが出来たと思います。留学

に行く前は留学のための事前準備や英語での日常生活に不安を感じていました。しかし、いざ行

ってみると想像した以上の成果やたくさんの人々との出会いがあり、自分の人生においてかけが

えのない思い出をたくさん作ることが出来ました。さらに、実際に留学してみないと分からなか

った現実やモノの見方や考え方が得られたように思います。思い返してみれば留学に行く前も留

学中も楽しいことばかりではありませんでしたが、得られたものはその何十倍も何百倍にもなる

と思います。学生の間に今回のような研究面でも生活面でも大いに充実した留学の経験をするこ

とが出来、このようなプログラムのある山口大学、

受け入れて下さったラボ、そして両親には感謝の気

持ちでいっぱいです。今回経験したことは思い出だ

けにとどめず、これからの人生に存分に活かしてい

きたいと思います。よく「やらないで後悔するより

やって後悔する方がいい」と言いますが、本当にそ

うだと思います。少しでも行きたい気持ちがあるの

ならば、留学に行って後悔することはまずないです。

どんな経験でも無駄なことはない、必ず自分の為に

なると私は思います。 
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齋藤 匠 
研修先：University of Wisconsin-Madison 

研究課題：幹細胞を用いた神経筋変性疾患の培養モデル作成とその応用 

私はアメリカ、ウィスコンシン大学マディソン校の鈴木研究室に 2016 年 7月から 12月まで約 5

ヶ月間留学しました。研究テーマは ALS 患者の iPS 細胞を用いた骨格筋病態モデルで、具体的

に、ALS 患者をドナーとする iPS 細胞を培養、そして骨格筋前駆細胞・成熟筋線維へと分化させ、

この ALS 骨格筋モデルを用いて ALS の原因解明を目的とした研究を行ってきました。 

＜研究活動＞ 

 研究スケジュールは基本平日の 9時から 5時ですが、個人の主体性にある程度任されている

ので、遅くから始めて夜まで残ったり、早く帰る代わりに週末に研究しに行ったり、比較的自

由でした。留学当時の研究室のメンバーは 10 人前後で、アメリカ人の大学院生・学部生が多く、 

マレーシアとタイからの留学生もいました。研究以外には、月曜日にラボのミーティングもし

くはジャーナルクラブ（論文抄読会）があり、火曜日に幹細胞のランチセミナー、月一回の日

本人研究者によるライフサイエンスの会、その他不定期開催のセミナーなど、平均して週に２

回ほどセミナーに参加して最新の研究知識・技術を学びました。 

＜留学生活＞ 

 ウィスコンシン・マディソンはアメリカ中西部に位置し、比較的田舎なので人がとても優し

かったです。また学生が多く、バスによる公共交通機関が発達しているので、留学生にとって

過ごしやすい環境でした。気候は、夏は湖に囲まれており涼しいですが、冬はとても寒く、12

月に最低気温が 20 度を下回ったこともあり、あまり外に出られない時期もありました。 

今回の研究活動を通じて、語学面の成長だけでなく、再生医療の最先端知識・研究技術を学

ぶことができました。最後に、本研究に際して留学受入責任者として本研究の実施の機会を与

えていただき、そして修学論文指導教員としてご指導をいただいたウィスコンシン大学マディ

ソン校比較生命科学研究室准教授鈴木先生に深謝の意を表したいと思います。 
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重永 真梨子 

研究機関：Joslin Diabetes Center 

研究課題：胎児期と乳児期の低栄養と胎児への影響 

 

約 4 ヶ月半、アメリカのボストンにある Joslin Diabetes Center の Patti lab で糖尿病に

ついての研究を行いました。研究テーマは、「胎児期と乳児期の低栄養と胎児への影響」に

ついてです。妊娠中に低栄養を経験すると、その胎児はⅡ型糖尿病を発症しやすいという

ことが分かっており、これについてのメカニズムの解析などを目指しました。実験にはマ

ウスを用いましたが、大変規模が大きく、一日に数百匹のマウスを扱うこともありました。 

 Joslin Diabetes Center は、糖尿病に特化した施設で、糖尿病専門の病院と複数の研究室

が併設していました。実験以外には、lab 内でのミーティングやデータ発表、研究者の講演、

診察見学など、充実した生活を送らせていただきました Joslin 全体でのハロウィンやクリ

スマスのデコレーションコンテストや持ち寄りパーティーなどもありました。Patti lab は

仲がよく明るく親切な方ばかりでした。日本では経験できないことばかりで、本当に楽し

かったです。 

 週末には、ボストン観光などしました。ボストンは、治安が良くきれいな街でした。お

店も多く買い物には困りませんでした。ボストン美術館やレッドソックス、ハーバード大

学といった有名な観光地がたくさんあってとても楽しかったです。サーフィンや吹奏楽団

での合奏も体験してみました。 

 はじめは、英語が全くできず体調も崩し、実験が終わったら帰宅しすぐ寝るという生活

が続きとてもつらかったです。しかし、研究室のメンバーや、ホームステイ先のホストマ

ザーやルームメイトが、心配してくれたり、私のたどたどしい英語を最後まで聞いて練習

させてくれたりしたのですごく助かりました。親切な人ばかりで恵まれていたと感じます。

様々な人と出会い、助けられ、無事留学を終えることができました。本当に貴重な経験を

させていただいたと思います。この経験を活かしてこれからも頑張りたいと思います。
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末広 晴美 

研修先：Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School/ アメリカ合衆国 

研究課題：母体状態が胎児に及ぼす影響 

 

7 月末から、12 月中旬までアメリカのボストンにあるジョスリン糖尿病センターに留学

をしました。異国の地で生活をすることに、少々不安はありましたが、優しいホストフ

ァミリーとラボメンバーのおかげで、楽しい生活を送る事が出来ました。 

私は、Dr.Elvira の研究を手伝いました。研究テーマは、「母体状態が胎児に及ぼす影

響」で、臍帯から単離した MSC を用いて研究を行いました。メディウムは 2日に 1日交

換する必要があったので、土日のどちらか、あるいは両日通っていましたが、それを苦

労に感じないほどジョスリンでの研究は楽しかったです。 

 

 
 

ジョスリンでは、研究活動以外にも、一型糖尿病やⅡ型糖尿病のクリニックの視察、セ

ミナーの参加、糖尿病患者のための会のヘルプ(糖尿病患者の家族のためのセミナーや

一型糖尿病の子供たちのためのハロウィーンパーティー)等、色々な事に参加させてい

ただきました。 

最初は、不安だらけでしたが、それ以上に楽しい出来事や、面白い人達がボストンには

沢山います。ボストン・ジョスリン糖尿病センターという素晴らしい機関に留学する機

会をくださった谷澤先生、他山口大学の先生方、Dr.Patti、私生活、研究生活ともに支

えてくださった Dr.Elvira、ホストファミリーと重永さん、留学生活のサポートをして

くださった SMAC の玉井さん、伊藤さん、他学務課の方々に、この場を借りて深謝させ

ていただきます。 
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 徳永 文音 

研修先：University College London, Institute Of Ophthalmology/イギリス 

研究課題：OMD と PRELP 遺伝子がマウス由来 MEF細胞に与える影響 

私はイギリスのロンドンにあるUCLに留学し、OMDおよびPRELPノックアウト由来のMEF細胞を用いて、

抗がん作用の報告がある薬剤（metformin,cimetidine）への OMD および PRELP 遺伝子の転写応答を調べ

ました。私が留学した UCL のラボのみなさんは多国籍でしたがどなたも英語を流暢に話されるため、初

めのうちはそのような中で研究を始めることに抵抗がありました。実験を通して自身の至らなさを感じ

る機会も多々ありましたが、ラボの方々は各々の実験に忙しい中でも

私が困っている時には快く手助けし、私のつたない英語も補いながら

理解しようとしてくださるとても優しい方々でした。また、英語や研

究の技術面だけでなく、自国の文化のことを教えてくださったり日本

のことにも興味を持ってくださり、それらを共有できるのが楽しかっ

たです。留学以前は、海外で半年間も一人で生活することへの不安に

加え、VISA 等の書類作成や住居探しに苦労しましたが、周りの方々の

支えもあり学習面はもちろん、精神面でも大きく成長できたと思いま

す。 

生活についてですが、私はイギリス人の女性のお宅に一緒に暮らしてい

ました。イギリスではこのようなシェアハウスが主流で、最初は共同生活

がどのような感じになるのか不安でしたが、トラブルなく仲良く過ごすこ

とができました。海外で学ぶ上で求められる英語力や外国の習慣・文化や

考え方・価値観や食文化など、あちらでの生活を通し学んだ日本の生活と

の違いなど様々な出来事が新しい世界観をもたらしてくれ、ここに来たか

らこそ学べることがたくさんあり毎日のすべてが勉強でした。 

今回の留学で現地の方々と真に実践力のある英語でのディスカッショ

ンを通して医学研究の基本や心構えを学ぶことができ、自分に足りない力や必要とされる英語力を自覚

することができました。この留学で目の当たりにした海外の医学研究の現場や日本と異なる文化・習慣

を忘れず、国際的な規律や常識を大切にしていきたいです。 

今回の自己開発コースを進めるにあたり、UCL の大沼真一教授および研究室の皆様、システムズ再生・

病態医化学講座の先生方をはじめ多くの方々に親身なるサポートを頂きました。ここに感謝の意を表し

ます。この留学の機会を頂けたことに感謝し、今後の学習がより実り豊かなものになるようこれからも

努力していこうと思います。 
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西山 慧子 

研修先：University of Michigan Medical School 

研究課題：腸炎における腸内常在微生物叢と免疫との関係の研究と論理的思考力の取得 

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。所

属研究室は猪原先生とポスドクの先生 2 人の少人数の研究室であり、そのため他の研究室との共同研究

が大変盛んです。病理研究室でしたが研究内容が微生物学、免疫学分野に及ぶため、週一回各々のセミ

ナーに出席できます。私は「腸炎における微生物間相互作用と IL-22 介在性生態防御」というテーマで

研究させて頂きました。具体的には細菌の遺伝子組み換え株を作成しその株を用いた実験や、腸内原虫

と細菌の関係性の解明、細菌ゲノム解析など行いました。本研究室では、実験手技のみでなくゲノムシ

ーケンス解析や解析実行プログラムを組むなど、バイオインフォマティックス分野についても更に学ぶ

ことが出来ます。実験手技も丁寧にご指導頂き、一か月程で一人立ち、最終的に実験計画、プロトコル

を組むところまで経験させて頂けます。研究のみでなくキャンプや買い物、食べ放題、ハロウィンやク

リスマスパーティー、ソリなどプライベートでもお世話になり、大変充実した研究室生活でした。生活

面ではホームステイをし、基本ホストマザーとパートナー、息子さんと一緒に住んでいました。ホスト

マザーは大変親切で明るくホームパーティや旅行、買い物やコンサートなど家族の一員として迎えてく

れました。更にミシガン大学付属病院に研修(1 か月)にくる方の短期ステイも受け入れていたため、イン

ド/ドイツ/日本/中国/フランスの方と一緒に暮らし、様々な国の医療や仕事環境、思考などワインを片手

に話すなど、大変有意義な時間が過ごせました。またアナーバは大変治安が良く自然に囲まれ、大変素

敵な街でした。あっという間の 5 か月間でしたが、学生のうちにこのような研究経験、海外経験ができ

大変有意義で幸せな時間が過ごせました。このような機会を設けてくださった先生方、本プログラムに

感謝いたします。 
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吉留 江吏子 

研修先：University of Michigan Medical School/ The United States of America 

研究課題： Neddylation による AR の分解に MLN4924 が与える影響 

 

 私は 7 月下旬から 12 月上旬まで、アメリカ合衆国ミシガン大学病理学教室

Lieberman 研究室にて研究活動を行っていました。Lieberman 研究室では、神経変性

疾患の中でも、球脊髄性筋委縮症(SBMA)とニーマンピック病(NPC)をテーマとしてお

り、私は、SBMA を研究するチームに参加しました。 

 海外に行くことを決めてから、ミシガン大学の方とスカイプで面接を受けるところま

ではスムーズにできたものの、その後アメリカ領事館に提出する書類がそろわなかった

り、面接の日時がなかなか決まらなかったりと、本当にきちんとビザを取得できるのか

不安に思うこともありました。 

 渡米してすぐの頃は、丁寧に説明して下さっているにも関わらず、頭の中に？がたく

さん浮かんでいるような状態でした。日本のことや大学のことについて尋ねられても、

Yes/No しか言えなかったり、英単語が出てこなくて会話が続けられなかったり・・・。

しかし、毎日話し、Conversation Partner/Circle に参加して相手の表現をまねするよ

うにすると、だんだんと会話を続けられるようになり、とても楽しかったです。 

留学を通して、実験を組み立てるときや予想と異なる結果が出たときに、原因は何か、

次に何をするべきなのかを常に考えて動いていらっしゃる姿勢が、一番印象に残ってい

ます。 

 快く受け入れてくださった Lieberman 研究室の皆様、事前準備や論文執筆などたく

さんお世話になった機能神経解剖学講座及び SMAC の方々、その他この貴重な経験を

実現するために関わって下さった全ての方へ、心よりお礼申し上げます。 
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吉村 都 

研修先：University of Michigan Medical School 

研究課題：ヒートショックプロテイン Hsp90 と Hsp70 による一酸化窒素合成酵素と 

polyQ AR の調整 

私はミシガン州のアナーバーという町にあるミ

シガン大学医学部の薬理学教室 Osawa lab で研

究を行いました。 

毎日９時半から５時くらいまで、「GR・Hsp90

ヘテロ複合体構成システムにおける Hsp90αと

Hsp90βの機能の同等性」というテーマで研究

を行いました。アメリカに行った当初は、英語

もラボのことも全然分からなかったのですが、

ラボの方はみんなとても親切で、いろんなこと

を教えてもらいながらだんだんと慣れることが

できました。失敗ばかりで落ち込むときもあり

ましたが、いろんな方の支えがあったおかげで

乗り越えることができました。Osawa lab では、私が所属していた当時、論文を作成していて、その論

文に載せるための実験に関わらせてもらい、論文の制作過程も間近で見ることができ、とても貴重で有

意義な時間を過ごしているなと実感していました。 

アナーバーでの生活について少し紹介します。アナーバーという町は、ミシガン大学を中心に町が動

いているといった印象です。大学内をバスが走っていたり、大学内に美術館やプラネタリウムがあった

りと、とにかく大学の規模が大きくて驚きました。また、自然がいっぱいで田舎育ちの私にはとても住

みやすいところでした。特に秋は、とても短いのですが、紅葉がとても美しく、実験の帰りに散歩した

りして楽しんでいました。 

 4 ヶ月半という短い間でしたが、アメリカで研究

活動を行うという貴重な体験をさせていただき、

アメリカでしか得られない、様々なことを学ぶこ

とができました。最後になりましたが、お世話に

なりました、ミシガン大学薬理学教室 Osawa lab

の Yoichi Osawa 教授、森島嘉宏先生、、山口大学

医学部神経解剖学教室篠田晃教授をはじめ、すべ

ての方に感謝申し上げます。                                                          
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