
201７年度

海外オリジナルコース体験記

山口大学医学部医学科 



 目  次 |  2017年度 海外オリジナルコース
体験記

実 近  涼 夏

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

1 

髙 木  季 代

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

2 

田 中  理 穂 

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

3 

堤  遼 太 郎  

Division of Endocrinology, Metabolism and Lipid Research  Washington University in 
St. Louis / アメリカ合衆国

4 

德 田  信 二

Vascular Biology Center, Augusta University / アメリカ合衆国

5 

前 田  七 海

University of Michigan Medical School, Department of Pharmacology / アメリカ合衆国

6 

森  絵 里 香

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

7 



1 

実近 涼夏 

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

研究課題：ブロモドメインタンパク質阻害剤によるエネルギー代謝への影響 

 私はボストンにある Joslin diabetes center の Patti lab で自己開発コース期間を過ごしました。私が

留学した Joslin diabetes center は Harvard 大学の付属研究機関のひとつで、アメリカ・ボストンのロ

ングウッドメディカルエリアに位置しており、周辺に多くの病院や研究施設が集まっている地域です。

私が今回お世話になった Patti lab では 10 数人の PhD や MD の方が研究を

行っている所でラボボスの Patti 先生は非常に指導熱心でセミナー、ミーテ

ィング、実験を通して糖尿病研究や医学に関して学ばせていただきました。

その中で私は母体低栄養によってエピゲノム変化を起こしたマウスの治療を

テーマにされているポスドクの方の研究に参加させていただきました。研究

テーマは「ブロモドメインタンパク質阻害剤によるエネルギー代謝への影響」

です。基本的に平日はラボへ行き研究するほかラボミーティングやセミナー

への参加、また私はマウスを扱っていたのでマウスチェックをしていました。研究以外にも併設するク

リニックの診療を見学させてもらったり、学校看護師が参加するインスリンポンプのセミナーに行かせ

てもらったりと、アメリカでの医療に触れる機会も得られました。

 また、ボストンで過ごす間様々な集まりに顔を出すことができました。

Joslin 内のポスドクギャザリングや季節のイベントに始まり、ロングウッド

朝の会と称した近隣で働く研究者の茶話会、そして医療に関わらずボストン

で研究に携わる日本人が集まるボストン日本人研究者交流会などです。学生

の私としては多種多様な話が聞けて刺激になるといったところでしたが、研

究者の方々の間ではより効率的な実験手法を教えあったり注目している分子

に詳しい人に意見を求めたりと活発な情報交換がなされていました。初対面とは思えないほど熱い議論

に見入りひとりぼんやりしていると、ネットワーキングの重要さについて度々説かれたものです。その

ような場に参加するなかで、万能であるよりもスペシャリストであることに重きを置き補い合って仕事

を進めるといったアメリカらしさをうかがい知ることができたように思います。自己開発期間を利用し

て学部生の内に海外の研究機関の様子を知ることができたことは大変貴重な機会となりました。

 最後に今回の留学に際してお世話になりました谷澤先生及び第三内科の皆様方、SMAC 関係者の皆様、

そして受け入れ先の Patti 先生やそのラボの皆様、留学に関してサポートしてくださった全ての方々に大

変感謝しています。ありがとうございました。
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髙木 季代 

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

研究課題：肝臓における IGFBP2 の機能解明

 私はハーバード大学医学部ジョスリン糖尿病センターの Dr. Patti lab に 2017 年 7 月 12 月まで留学

させていただきました。研究テーマは「肝臓における IGFBP2 の機能解明」です。Dr. Patti lab では肥

満外科手術における代謝変化のメカニズムを研究しており、私はマウスの肝細胞を用いて IGFBP2 を過

剰発現させ、どのように代謝変化を導くのかを探りました。日本にいるときには肥満外科手術のことを

よく知らなかったのですが、アメリカではこの手術が高度の肥満かつメタボリックシンドロームの患者

さんに対して頻繁に行われています。アメリカならではの研究テーマに携わらせていただき、とても興

味を持って取り組むことができました。また、併設するジョスリンクリニックの臨床見学や栄養指導、

インスリンポンプの講習会にも参加させていただき、研究だけでなく臨床に関しても様々な知見を得る

ことができました。

 生活面に関してですが、私はジョスリンから歩いて 30 分くらいの所にホームステイをしていました。

ホストファミリーのご夫婦は長年に渡り留学生を受け入れており、私のほかに入れ替わりがありつつタ

イ、イタリア、インド、サウジアラビアからの留学生がいて、とても楽しく過ごすことができました。

休日は一緒に観光に出かけたり、おうちでバーベキューや Thanksgiving dinner を楽しんだり、日常で

はアメリカの文化や政治、宗教、英語などたくさんのことを教えてもらいました。ホームステイだと楽

しい事を共有できるのはもちろん、困った時にも気軽に相談できるのが良かったです。

 最後に、留学へ送り出して下さった第３内科の谷澤先生および受け入れて下さったジョスリン糖尿病

センターの Dr. Patti をはじめ、本留学をサポートしてくださった全ての皆様に心から感謝いたします。

今回の留学で得られた経験を糧に、今後の勉学により一層励んでいきたいと思います。



3 

田中 理穂 

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

研究課題：ThermoFluor Assay による水溶液中で安定な Hsc70 変異体の特徴づけ

ミシガン州アナーバーにあるミシガン大学薬理学教室 Osawa 研究室で実験を行わせていただきました。初

めて研究室に来たときは、英語がなかなかうまく話せず、単純な質問するのも大変でした。その中で、

皆様よくしてくださって、分からないことがあっても理解するまで丁寧に教えてくださいました。研究

室内での活動だけでなく、研究テーマに関するシンポジウムやプレゼンテーションにも参加させていた

だいて、すごく大きなプロジェクトに関わらせていただいているということを実感しました。

7 月から 12 月までの半年間、アナーバーで過ごした感想で

すが、先輩方から聞いていた通り、学生が多く、治安もよく

て、とても過ごしやすい場所でした。住んでいる人も優しく

て、私のたどたどしい英語でも嫌な顔一つせず、理解しよう

としてくれたり、ゆっくり話してくれたり、よく遊びに誘っ

てくれたりして、おかげで充実した生活を送ることができま

した。ミシガン大学は想像していたよりも大きくて、滞在中

にすべてを回りきることはできませんでしたが、どこにいっ

てもその規模に驚かされました。時々図書館を利用すること

もあったのですが、平日は遅くまで勉強する学生であふれていて、それを見る度に自分も頑張ろうとい

う気にさせられました。

最後になりましたが、ミシガンでの研究の機会を与えていただいた機能神経解剖学講座、Osawa 研究

室の皆様、その他この貴重な実現するために関わって下さった全ての方へ、心より感謝申し上げます。



4 

堤 遼太郎 

研修先：Division of Endocrinology, Metabolism and Lipid Research Washington University in 

St. Louis/ アメリカ合衆国 

研究課題：小胞体由来可溶性因子 Mesencephalic astrocyte derived neurotrophic factor(MANF) 

          による膵β細胞保護の分子メカニズム 

私はアメリカのミーズーリ州のセントルイスという都市のワシントン大学の浦野先生の教室でお世話

になりました。

研究面においてはラボのメンバーが研究を初めて行う私に丁寧に教えてくださいました。

またラボ内での会話は基本的に英語で行われていましたが、ワシントン大学には週に一度英語で会話の

練習をできるコーナーが設けてありそこで徐々に慣らしていきました。

生活面においては食生活など日本とは異なる面が様々あり大変な部分もありましたがセントルイスに

住んでいる日本人大学生にお世話になって無事生活を送ることができました。

私を快く受け入れてくださった浦野研究室の皆さま、準備論文作成においてお世話になりました病態制

御学内科教室の先生方に心より感謝申し上げます。
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德田 信二 

研修先：Vascular Biology Center, Augusta University/ アメリカ合衆国 

研究課題：エクソソームの銅輸送タンパク質の発現および血管内皮細胞に対する役割の解明

私は 9 月下旬から 12 月下旬にかけて、アメリカ合衆国オーガスタ大学 Vascular Biology Center の深

井研究室にて研究を行っていました。血管平滑筋細胞由来エクソソームの銅輸送タンパク質の発現およ

び血管内皮細胞に対する役割の解明というテーマでした。

 深井研究室では週にラボミーティング 1 回、個人ミーティング 1 回、抄読会 3 回（図 1）行われ、ス

ピーディかつ戦略的な研究を経験しました。研究室には深井先生夫婦以外に日本人はいないため、常時

英語で会話します。さらに専門分野の英単語が聞きなれないため、言語面および研究面でかなり苦労し

ました。その一方でラボメンバーはとても優しく親切にしてくださいました。それに加えてオーガスタ

大学では定期的にイベントがあり、学生である私も気軽に参加することができ、とても楽しく親睦を深

めることができました（図 2、3）。
 オーガスタ大学では無料英会話教室が週に 1 度 2 時間で開催されていて、英会話の苦手な私も参加し、

そこで友人を作ることができました。そこでできた友人にホームパティに誘われたり、その友人とヒス

パニックフェスティバルに出かけたり、と様々な国の方々と文化交流することができました。

 快く受け入れてくださった深井研究室の皆様、事前準備や論文作成等でお世話になりました分子細胞

生理学講座の先生方に感謝申し上げます。

図 1 抄読会の様子            図 2 ホリデーパーティ

図 3 クリスマスパーティ         図 4 ホームパーティ
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前田 七海 

研修先：University of Michigan Medical School, Department of Pharmacology/ アメリカ合 

    衆国 

研究課題：Hsp70 熱安定化剤による蛋白質ユビキチン化への影響 

アメリカ合衆国ミシガン州のミシガン大学で研究活動を行いました。私が所属していたミシガン大学

医学部薬理学教室の Osawa 研究室では、蛋白質の品質管理メカニズムを解明する研究を行っています。

蛋白質の品質管理メカニズムとは、体内に異常蛋白質が出現した場合にそれらを認識し、修復または分

解・除去する機構です。体内において異常蛋白質が排出されずに蓄積した場合、アルツハイマー病など

の蛋白質折りたたみ病を引き起こします。そこで、Osawa 研究室では、蛋白質品質管理メカニズムを制御

して異常蛋白質の分解・除去を促進する薬剤、つまり蛋白質折りたたみ病の治療薬を開発することを目

指して研究を行っています。私は当研究室において、過去の研究により同定された複数の候補薬剤につ

いて、これらが実際に異常蛋白質の分解・除去を促進するかどうか検証するための研究を行いました。 

本格的な研究活動を行うのは初めての経験でしたが、担当指導者が丁寧に指導してくださり、最初こ

そ慣れない環境に苦労したものの、総じてスムーズに研究を行うことが出来ました。当研究室での研究

内容には実用化の可能性の高い薬剤の研究も多く含まれていたため守秘義務事項が多く、自分が大きな

研究プログラムの一部を担っていることを実感することが出来、貴重な経験となりました。 

私生活では多くの友人に恵まれ、ほとんど毎日予定があり、暇をすることがありませんでした。週末

には、ラボの友人に誘われて教会に通い、そこで同世代の友人を多く得ることが出来ました。深く関わ

り会い、語らい会った友人も多く、生涯にわたって付き合いたいと思える友人を得ることが出来、とて

も恵まれた環境で生活することが出来ました。日本に興味のある友人も多く、週に 1 度近所のカフェで

「ジャパニーズ・イングリッシュ セッション」を行って、日本語と英語を互いに教え合いました。他

にも教会のイベントに参加したり、週に 1 度友人らとバレーボールをしたりと、多忙で濃厚な私生活を

送ることが出来ました。また、ミシガン大に通う友人も多く、彼らが勉強に忙しくしている様子を間近

に見ることが出来、非常に刺激を受けました。 

帰国後も彼らとは連絡を取り続けており、定期的にビデオ通話でお互いの近況を報告しあっています。

長期休みにはお互いを訪問しあう約束をしており、再会できることをとても楽しみにしております。 

五か月間という短期間の滞在ではありましたが、生涯忘れられない貴重な経験をさせていただきまし

た。今回の留学に際し、この機会を設けてくださった神経解剖学講座篠田教授をはじめとする山口大学

医学部の先生方に深く感謝申し上げます。また、研究経験がない私を研究室に迎え、熱心に指導してく

ださったミシガン大学の Osawa 教授にも深く感謝申し上げます。 
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森 絵里香 

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

研究課題：NPC1 変異マウスにおける axonal spheroid 形成と構成成分についての免疫組織化学的解

析

 私はアメリカ合衆国ミシガン州アナーバーにあるミシガン大学病理学教室の Lieberman 研究室で 5ヶ

月間、ニーマンピック病Ｃ型(NPC)マウスに特徴的な病理である axonal spheroid の病理組織的解明とい

うテーマで研究を行わせて頂きました。アナーバーはデトロイトから車で30分程離れた自然豊かな町で、

若者が多く、さらに治安も良く、非常に住みやすい場

所でした。

 初めての海外での研究は不安も大きかったですが、

研究者の皆さんに助けられ、充実した日々を過ごすこ

とができました。

 研究を進めるにあたり分からないことがたくさん

出てきましたが、ご指導下さった Elaine さんはいつ

も丁寧に私が納得いくまで話し合って下さいました。

真摯に取り組み、要領よく研究を行いながら、どのよ

うなときにも決して焦らず落ち着いて対処するとい

う研究者の皆さんの姿勢に背筋が伸びる思いでした。

研究はすぐに結果が出るものではなく、地道な作業の

繰り返しや失敗を重ねながら進めていきます。イライ

ラしたり感情に振り回されたりせずに一つ一つ丁寧

に積み上げていくこと、そして客観的にものを見る目が大切であることをあらためて感じました。この

ように自分の内面と向き合う作業の一方で、他の研究者とのディスカッションも活発に行われていまし

た。様々な報告会、勉強会で意見を交換することで視点が広がり、それを日々の研究に活かします。そ

して上手くいかないときは考えを共有し、励まし合い、良い結果が出たときには皆で喜ぶというように

チームワークを大切にされていました。Lieberman 研究室のメンバーは非常に仲が良く、研究室には、

よく笑い声が響いていました。このようにラボの雰囲気が良いと良い研究ができるのだと思いました。

 研究のない日には、現地の友人と出かけたり旅行したりすることで様々な人に出会い、視野を広げる

ことができました。

 この 5 ヶ月の期間は、非常に濃く、たくさ

んの思い出や繋がりができ、私にとってかけ

がえのないものになりました。留学をするに

あたって、様々な支援をして下さった先生方、

先輩方、SMAC 関係者の方、そして受け入れ

て下さったLieberman研究室の方々に深く感

謝申し上げます。


