
２０１９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 |  2019年度
海外オリジナルコース 体験記

鷹岡 蕗乃

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

1 

吉山 大貴

Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｐｅ / アメリカ合衆国

2 

井藤 峻輔

Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｐｅ / アメリカ合衆国

3 

井本 翔大 

Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｉｎ Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ / アメリカ合衆国

4 

東原 千耶子

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｇｅｏｒｇｉａ ａｔ Ａｕｇｕｓｔａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ / アメリカ合衆国

5 

中河 友里

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

6 

濱崎 楓子

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

7 

中井 綾子

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

8 

今川 篤紀

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

9 

松原 奈穂

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

10

高木 翔太

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂａｔｈ / イギリス

11



小島 康裕

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂａｔｈ / イギリス

12

堂垂 真志

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｌａｕｓａｎｎｅ / スイス

13



1 

鷹岡 蕗乃
研 修 先：Joslin Diabetes Center / アメリカ合衆国 
研究課題：父親の肥満に対する治療的な介入が子に及ぼす影響 
【本文】 
 私はボストンにある Joslin Diabetes Center, Patti lab において研究活動を行いました。研究テ
ーマは「父親の肥満に対する治療的な介入が子に及ぼす影響」です。現在、マウス研究において
父親の代謝異常が子に遺伝し、子は肥満になりやすく、また代謝異常を発現しやすいという報告
がなされています。Patii lab では父親の影響で表現系がでる子の代謝異常を父親の代謝異常に治
療的介入することで改善するという研究をしています。 
 Joslin Diabetes Center は糖尿病研究において世界的な研究機関です。そのため週に 3 回、
Clinical Seminar, Tuesday lecture, Diabetes and Metabolism Research Lecture が行われており、
多くの最新の糖尿病・代謝研究を勉強することができました。また、Lab meeting、Data Club
に参加し、研究者が互いの研究の質を高めあっていく様子を見ることができました。夏休み期間
にはインターンとして Summer Student が来ていたので、現地の大学生とも関わる機会があり、
彼らがどのようなモチベーションでインターンをしたり、研究をしているかを知ることもできま
した。 
ボストンはハーバード大学、MITなどのおかげで優秀な

研究者が多く、また学術都市なので学生が多いため、日本
人と交流する機会も多くありました。アメリカで学部生を
している人、phD student をしている人、Post doc として
働いている人、企業の派遣で来ている人など、さまざまな
目的でアメリカに来ている人に出会い、この先の自身のキ
ャリアについて影響を受けることができました。 
 言語の壁というのは予想以上に大きく、5 か月間言語についての悩みは尽きませんでしたが、
英語が話せないから行くのをやめようと思わず、思いきってアメリカに行ってみて良かったと思
います。日本にいたら感じられないようなことを感じ、色々なことを学べたという点で今回の留
学は非常に有意義なものとなりました。 
 最後に、今回の留学の機会を提供してくださった第三内科の谷澤先生および受け入れてくださ
った Joslin Diabetes Center の Patti 先生をはじめ、すべての皆様に心から感謝いたします。 
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吉山 大貴 
研 修 先: Department of Molecular Imaging and Therapy, City of Hope/アメリカ合衆国 
研究課題: 質量分析技術を応用したボツリヌス神経毒素検出分析法の有効性の検討
【本文】 
 私は 2019 年の 6月~11 月の 5か月間にカリフォルニア州ロサンゼルス市郊外にあるCity of 
Hope 研究所に留学させていただきました。研究テーマは「Mass Spectrometry Based Detection 
of Botulinum Neurotoxin」でした。ボツリヌス神経毒素は極めて毒性が強く少量でも弛緩性麻
痺を引き起こします。サンプルに含まれる少量の毒素を検出するのは難しく、現在質量分析器で
高感度に検出する方法が模索されています。私は、今回の留学でMarkus Kalkum 教授のもとで
質量分析技術を用いてボツリヌス神経毒素の検出法について研究しました。実際に研究をしてみ
て 1つのプロジェクトを行うにあたり様々な準備をしなければならないという研究者の責任と
大変さを実感いたしました。また、英語の壁に何度も躓き、打ちひしがれそうになる時もありま
したがそのたびに時間を割いて丁寧に教えてくれたメンターの Karine さんに心から感謝いたし
ます。 
また研究以外にも、City of Hope で開催されたがん医療に関するBeckman Symposium に参加
したり、ワシントンD.C.にあるNIHに行ってAIDS 関連悪性腫瘍の国際学会に参加したりしま
した。NIHで勤めている日本人研究者とも話してみて海外での研究活動の難しさ、研究の魅力、
アメリカと日本の医療制度の違いを改めて理解できました。Markus 先生と山口先生にはとても
お世話になり、山口先生に紹介されてCity of hope の日本人研究者同士の potluck party に参加
したり、Markus 先生につられてCatalina Island に釣りに行ったりもしました。また、休日は同
じく台湾からCity of Hope に来ていた学生とロサンゼルスに旅行に行ったり、友達とグランド
キャニオンに観光に行ったりして充実した日々を送ることができました。個人的にはアメリカの
映画を見るために休日はよく近くの映画館に行ったのは良い思い出です。最後になりますが、留
学を支えてくださった器官解剖学の中村先生、また快く受け入れてくださったCity of Hope の
山口先生、Kalkum教授、メンターのKarine さん、実験を教えてくださったラボメンバーの皆
さんに心から感謝いたします。いつも励ましてくれた家族、友人にもこの場を借りてお礼を言わ
せてください。5 か月間本当にありがとうございました。 
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井藤 峻輔 
研 修 先：Department of Cancer Biology, Beckman Research Institute, City of Hope /  

アメリカ合衆国
研究課題：DNAミスマッチ修復と直接修復機能の同時欠損によるメチル化剤への細胞抵抗性 
【本文】 
私は六月末から5か月間、Downtown Los Angelesから車で東に30分程走った場所にあるCity 
of Hope で DNA修復機構について研究されているDr. O’Connor の研究室に参加させて頂きま
した。Dr. O’Connor の研究室は小さめの研究室でした。研究内容はDNA修復機構がもたらす
アルキル化剤（抗癌剤の一種）への細胞抵抗性機構の解明でした。研究室のメンバーとは親交を
深め、研究でも結果が出たので良かったです。また、研究期間の最後に 15 分間のプレゼンを行
いました。自ら英語論文で調べ、発表・質疑応答をしたことは、将来にも役立つ経験となりまし
た。 
また、上記の研究と並行して４日間のみ、City of Hope 病院の腫瘍内科で、肉腫を専門とする
Dr. Chow の下、病院実習をさせて頂きました。アメリカ全土でも有数のがんセンター病院には、
診断がつかない方、がんが全身に転移した重篤な方等、様々な患者さんが来院していました。
Dr. Chow が、患者さんとその家族に病状を説明し、診察しているところを見て、白衣に袖を通
す自分を想像し心が踊る一方、将来、自分の持つであろう責任の大きさを感じ、身の引き締まる
思いがしました。短い実習期間ではありましたが、キャリアや研究等の話もして下さり、濃密で
刺激的な時間を過ごせました。 
初めて生活した街 Los Angeles では、車の無い不便な生活でしたが、研究室のメンバー、日本
人の研究者・外科医の先生方、台湾大学からの留学生、アメリカ在住時の旧友等との素敵な思い
出のおかげで、自分にとって大切な場所にできたことに恩義を感じました。 
最後に、日本人学生の為に City of Hope で留学プログラムを作って下さった山口洋子先生、
City of Hope との提携に多くの時間を費やして下さった器官解剖学講座の中村教泰先生及び研
究室や病院で学ぶ機会を与えて下さったDr. O’Connor と Dr. Chow を始めとするCity of Hope
でお世話になった皆様に深謝申し上げます。 
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井本 翔大 
研 修 先：Washington University in St. Louis / アメリカ合衆国 
研究課題：小胞体ストレスとそれに関連したWolfram 症候群
【本文】 
私は、アメリカのミズーリ州セントルイスにあるWashington University in St. Louis School of 
Medicine の浦野文彦先生の研究室において、研究活動を行いました。研究テーマは「小胞体ス
トレスとそれに関連したWolfram 症候群」です。Wolfram 症候群は、若年発症の糖尿病と視神
経委縮による視力障害が特徴の常染色体劣性遺伝性疾患であり、病態形成では WFS1 機能障害
に加え変異 WFS1 蛋白自体の小胞体への蓄積により小胞体ストレス誘導性アポトーシス亢進が
想定される。本疾患に対する予防法や治療法は確立されておらず、疾患特異的細胞モデルを用い
て遺伝子治療の可能性について検討を行いました。研究室では、色々な人達に助けてもらいなが
ら、研究を進めていきました 
休日には、旅行に行ったり友人とセントルイスの観光名所であるアーチを見に行ったり、アイ
スホッケーや野球を観戦しに行ったりと、充実した日々を過ごすことができました。 
今回の留学では、研究室の一員として、研究室や社会との関わりのなかでの実践活動を通じ

て、貴重な体験をすることができました。そして、医学研究が医療の基礎となっていることや、
最新の医学研究に置いて行かれないように、常に学び続けなければならないことを改めて実感し
ました。 
最後に、留学へ送り出して下さった第三内科の谷澤教授および受け入れて下さったワシントン
大学の浦野教授をはじめ、全ての皆様に心から感謝いたします。 
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東原 千耶子 
研 修 先 : Medical College of Georgia at Augusta University / アメリカ合衆国 
研究課題 : エクソソームを介した骨格筋細胞分化と血管新生のクロストーク 
【本文】 
私は、Medical College of Georgia at Augusta University、Vascular Biology Center の深井透教
授と深井真寿子教授ご夫妻の研究室に、約5ヵ月間お世話になりました。Vascular Biology Center
は、心血管疾患に関する研究を得意としており、NIH (National Institute of Health) Grant の取
得数が全米でトップクラスになるなど、世界最先端を行く研究施設です。私は、月曜日から金曜
日の 9：00～17：00 までの間、深井透教授と深井真寿子教授の共同運営のラボで研究に取り組
みました。研究以外にも、月曜日の朝は、Vascular Biology Center の各研究室の教授、助教授、
助手、ポスドクの先生方、Graduate School の学生が集まる Metabolic meeting と深井ラボの
Meeting、水曜日の昼は、外部から先生を招いて行われる Seminar、金曜日の朝は、Vascular 
Biology Center のポスドクと Graduate School の学生が他の研究者の一流の論文を紹介する
Journal club に参加し、また、Medical Shadowing を希望して病院見学をさせていただくなど、
とても充実した日々を過ごすことができました。 
Augusta は、とても自然豊かな町です。New York や Las Vegas などの都市部と比べると、
Augusta は田舎なので、車を持たない私は不便を感じることもありますが、とてものどかで気候
も良く、住みやすい地域だと思います。Augusta から車で 3 時間ほど走ると、Atlanta に行くこ
とができます。Atlanta には、世界最大の水族館と称される「Georgia Aquarium」、24 時間世界
へニュースを発信する「CNN」、世界中のコカ・コーラ社の商品を試飲できる「World of 
Coca-Cola」など、見所がたくさんあります。また、発着数および利用者数において世界一忙し
い空港とされている「Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport」もあります。 
最初は 5 ヶ月の留学と聞いて、長いなと思っていましたが、本当にあっという間に過ぎてい
きました。言葉や文化の違いのため、コミュニケーションがうまく取れず、勘違いをされてしま
ったり…悩んだ時期もありましたが、それも含めてとても良い経験になりました。日本の“当た
り前”は、海外の“当たり前”ではありません。様々な価値観に触れることができ、毎日新たな発
見の連続でとても新鮮でした。この留学での経験を、日本に帰国してからも生かしていきたいと
思います。 
最後になりましたが、私の留学を支えてくださった深井透教授・深井真寿子教授ご夫妻をはじ
め深井ラボの皆さま、小林先生をはじめ小林ラボの先生方、お世話になったすべての方に心より
お礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
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中河 友里 
研 修 先：University of Michigan Medical School, Pharmacology Department, Osawa Lab/ 

 アメリカ合衆国 
研究課題：神経型一酸化窒素酵素 nNOS のヘム媒介性活性化におけるHeat shock protein70&90 

依存性を実証する in vitro 実験系の構築 
【本文】 
６月末から１１月末にかけて、アメリカ合衆国ミシガン州にある University of Michigan 
Medical School にて、Osawa 先生の薬理学教室にお世話になりました。 
Osawa Lab ではハンチントン病といった神経変性疾患の研究が専門分野であり、５か月間その
研究の一部に携わらせていただきました。 
私にとって初めての留学、初めての研究で、言葉の壁や実験手技の未熟さに常に悩まされまし
た。初めは自分の英語を晒すことが恥ずかしく、コミュニケーションをとるのが憂鬱でいつも冷
や汗をかいていました。しかし研究室に必要な人材に一刻も早くなるためにはこのままではいけ
ないと思い、研究内容の質問や実験手技についてわからないことは積極的に質問するように心が
け、自分なりに英語でプロトコルを書いてメンターに見てもらいその修正を直す、ということを
日々繰りかえすうちに英語を使うということに慣れ、これらの行動を自然に出来るようになりま
した。 
研究については、nNOS のヘム媒介性活性化において不可欠な因子の探索というOsawa Lab
の中で今一番ホットな研究に携わらせていただきました。一口に実験と言っても、その手順は複
雑かつ膨大で、たくさんの試薬を正確な量とタイミングで扱わなければならず、incubation 等の
時間も分単位で決まっていることが多く、一度始めたら途中で止まることが出来ず少なくとも 5
時間ほどずっと集中力を切らすことができない状況でした。この手技を完全にひとりで成功させ
られるようになるまで一か月かかってしまいました。何度も失敗を繰り返す中で、ほんの少しの
ミスも結果に反映されてしまうため研究というものは正確さが肝であるということを思い知り
ました。また、メンターが私のためにわざわざ時間を割いて指導してくださること、想像以上に
高価な薬剤や器具を惜しみなく使わせていただけることから、自分に託された責任の重さをひし
ひしと感じていました。その責任を限られた時間内で果たさなければならないと焦るあまり時に
自分を見失いそうになりましたが、メンターがその都度何をすべきか教えてくださったおかげで、
最終的に良い結果をだすことが出来ました。 
また、試験や部活から離れ増えたプライベートな時間をどう活かすか考えながら５か月間充実

した生活を過ごせたことも自分の成長につながったと思います。
このような貴重な機会を下さった篠田先生始め神経解剖学講座の先生方、手厚く指導して下さ

ったOsawa Lab の皆様、本留学をサポートして下さった全ての皆様に感謝申し上げます。 

特にお世話になったOsawa lab の先生方 American football の試合にて GO BLUE! 実験の様子
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濱崎 楓子 
研 修 先：University of Michigan Medical School Department of Pathology / アメリカ合衆国
研究課題：Niemann-Pick disease TypeC のニューロンにおける軸索輸送とオートファジーに 

ついて 
【本文】 
私はUniversity of Michigan Medical School Department of Pathology の Lieberman ラボで遺
伝性の小児神経変性疾患であるニーマンピック病 C 型（NPC）の病理学研究に携わりました。
NPC の病理にはオートファジーが深く関わっていることが知られています。神経細胞における
オートファジーは軸索輸送を必要としますが NPC では軸索輸送に低下が見られるため、NPC
における軸索輸送の機能低下がどのようにNPCの病理に関わっているかを解明することをテー
マに研究を行いました。病理学の研究ではマウス、組織、細胞という幅広いレベルの様々な実験
が行われており、実際にそれらに取り組み多様な知識と実験手技を身に付けることができたこと
は大変貴重な経験となりました。また他のラボと合同で開かれるミーティングや勉強会にも積極
的に参加することで、世界でも最先端の研究機関においてラボ同士の連携や協力がどのように図
られているのかを肌で感じることが出来ました。その中で、一つ一つの小さな研究成果の積み重
ねがやがて大発見と呼ばれるような功績、人類の英知につながっ
ていくという科学研究の在り方を真に理解することが出来たよう
に感じています。そして将来的には自分も研究に携わり医学に進
歩をもたらす一つの歯車になりたいと思えたことは、この留学か
ら得た最も大きな成果であると確信しています。 
留学中はミシガン大学の剣道部に所属し、剣道という日本文化
を通して現地の大学生や大学院生と親しくなることができました。
友人と出かけたりパーティーをしたりしたことはアメリカでの生
活でのかけがえのない思い出です。彼らと話す中で博士課程の学
生には大学からお金が支払われているという日本の大学院との違
いを初めて知り、それが世界中から優秀な学生がアメリカに集ま
る理由の一つであると気付くことができました。剣道部には日系
アメリカ人、中国人・韓国人留学生といったアジアにバックグラウンドを持つ学生が多く所属し
ていましたが、日本人留学生が一人もいなかったことが他のアジアの国々に比べ留学を志す学生
が少ない現状を反映しているようにも感じられ、文部科学省の奨学金プログラムでも留学者数増
加が目標とされている背景の理解にもつながりました。また、彼らに私の出身地が広島であると
話したときの反応は強く印象に残るものでした。終戦のきっかけとなった広島への原爆投下は中
国や韓国出身の学生にとって私たちとは異なる意味を持つことは確かで、そのことを気にするよ
うなぎこちない空気が流れたのを感じました。終戦から半世紀して生まれた私たち若い世代の中
にも、タブーのような形でわだかまりが残っていることを少し悲しく感じたのと共に、歴史教育
の重要性を改めて認識しました。 
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中井 綾子 
研 修 先：University of Michigan Medical School, Department of Pharmacology  / アメリカ合衆国
研究課題：nNOS•Hsp90•Hsp70 複合体再構成システムを用いて新たに同定された複合体構成因子GAPDHの

複合体内ヘム挿入、Ras 関連核タンパク質・微小管の細胞内活性化物質輸送への関与可能性 
【本文】 
27 歳の夏。初めて日本から長期間離れる決断をした。留学先はアメリカ。期間は約 5 か月。今までの変化
を求めない自分、無理に冒険をするなんて到底思わない、安心安全を求める自分では考えられない大きな勇気
のある決断であった。 
結論から申し上げよう。後悔は一切なく、あの時決断した自分を褒めたい
くらいである。得られたものは計り知れないし、存分にアメリカを満喫でき
たと思う。楽しい事については他の学生が沢山書いてくれているだろうから、
本文は主に研究関連と自分自身について記載しようと思う。 
思い返せば、毎日ラボとアパートを行き来する、まさに「研究漬け」の日々

であった。朝から晩までラボにこもってスーパーバイザーと二人三脚で研究

にいそしんだ。研究テーマは基礎研究出身の自分にぴったりで、こんな
ワーカホリックのような生活も苦ではなくむしろ生き生きしていた。ス
ーパーバイザーですら引いていたような気がする。まさに自己開発の目
的に即した「お手本」のような生活ではなかったか、と思う。 
世界レベルのラボにいる研究者と仕事をすることで、基本的な実験の

メソッド、美しい結果を出すコツなど、研究に関する手法をたくさん得
た。また、結果のとらえ方や結果から得た情報に基づいた次の実験計画
の組み立て方など、研究者としての思考力も鍛えられたように思う。 
さて、自身の内面的要素も、少しは変わったと信じている。留学をため
らった一つの大きな要因が「とんでもなく高い言語の壁に対する不安」
だった。英語力は壊滅的だから、話すという行為自体が怖かった。でも、主張しないと始まらない社会なので、
メンバーやボスと積極的にディスカッションや普段の会話をすることで、恥じらいなく会話ができるようにな
っていった。「できない・苦手なことに挑戦するためらい」が少しではあるがなくなったと思う。また、「自己
主張をすること」が苦手だったが、少しできるようになった。 

長々と記述したが、私のように外に出たことのない人見知りの
言語嫌いであってもなんとかなる。これから留学にいく学生さ
んがこの体験記を見ることで、人によってはあるであろう「何
かわからないけど漠然とした不安」というもやもやが少しでも
消失したならば万々歳である。 
誤解のないように言いたいが、このような激務生活を送ってい
た学生は前にも先にも私くらいらしい。自ら望んだことである。
他の学生さんは真似をしないように。 
最後に、このような機会を与えて下さった機能解剖学講座の皆
様や、背中を強く押してくれた友人に心からの感謝を伝えたい。 
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今川 篤紀 
研 修 先：University of Michigan Medical School, Department of Pathology, Inohara lab/ 

 アメリカ合衆国 
研究課題：メタゲノム解析を用いた炎症性腸疾患に関与する大腸菌遺伝子群の同定
【本文】 
 私は、University of Michigan Medical school の Inohara lab に、6 月末から 11 月末まで約 5
ヵ月半研究留学をさせていただきました。研究テー
マとしては、近年注目されている、クローン病や潰
瘍性大腸炎を代表とする炎症性腸疾患に対して、大
腸菌のどの遺伝子群が関与しているのかについて、
メタゲノム解析を行いました。
今まで本格的な遺伝子解析を行ったことはあり

ませんでしたが、ありがたいことにあちらで猪原先
生に１から教えていただけました。別のラボからい
ただいた、人の腸内細菌叢についてのゲノムデータを、
様々な解析ソフトを用いて解析を行いました。研究課題以外の解析も多数関わらせていただいて、
現在の研究の最先端に携われたことはこれからにおおきくつながるものになったと思います。ま
た、毎週行われるラボミーティングやジャーナルクラブでは、最新の情報を得ることができ、更
にはそれを専門とした研究者の方々の意見を聞くことができて、かなり刺激になりました。 
あちらの生活は、とにかく様々なことを経験できました。休日にラボのメンバーとコンサート
に行ったり、バーに連れて行ってもらったりして、あまり日本ではしていなかったことに挑戦し
てみました。また、向こうで一番頑張って楽しんだのがスポーツ観戦です。サッカーやアイスホ
ッケー、アメフト、NBA など本当に様々なスポーツを観戦しまくりました。アメリカ独特の雰
囲気を味わえてとても楽しかったです。向こうではホームステイをしていたのですが、ホストフ
ァミリーの方々が本当にいい人達で、たくさんお話してくれたり、パーティーに誘ってくれたり
して、本当に普段の生活から充実させることができました。 
 最後になりますが、留学へと導いてくださった公衆衛生・予防医学講座の田邉教授、Inohara lab
の猪原先生、研究室の先生方、数多くの方々にお世話になりました。あちらでの経験は自分にと
って非常に有益なものとなりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

ハロウィンに行ったラボメンバ―でジャックオランタン
づくり 

バルセロナ対ナポリの試合前で浮かれている様子 他ラボとの恒例サッカー対決の様子 
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松原 奈穂 
研 修 先：University of Michigan Medical School ,Department of Pathology Inohara Lab/  

アメリカ合衆国 
研究課題：次世代シーケンサーを用いた細菌叢内同種多様性の新規定量法 
【本文】 
私は University of Michigan の Inohara Lab
にて研究活動を行いました。ラボではバイオイ
ンフォマティクスの分野を軸に、細菌叢多様性
の定量法構築をテーマに研究を行いました。本
研究で利用したバイオインフォマティクスの
基礎は今後の医学の多分野で活用できる方法
であり、沢山のことを学ばせていただきました。
研究当初は解析のためのプログラムを動かすことにさえ苦労していましたが、日を追うごとにコ
マンドを扱うことができるようになり、自分自身でも成長を感じるようになりました。加えて高
速演算環境下でビッグデータを処理するという貴重な体験もできました。関連する領域の論文を
読み、研究のヒントにしたり、知識にしたりと論文から必要な情報を得る力もつけることができ
たように思います。実験が思うように上手くいかない時もありましたが、研究期間終了直前に結
果が得られた時には大きな喜びを感じました。 
また海外での生活は人間としても大きく成長できた期間であり、私の人生における大きな刺激
になったことは言うまでもありません。ホームステイをしていたこともあり、素敵なホストマザ
ーと５か国９人のルームメイトに出会いました。もちろん共通言語は英語で、はじめはコミュニ
ケーションをとることも大変でしたが、彼らと様々な場所に遊びにいき、毎日一緒に生活する中
で徐々に打ち解けていったことを覚えています。またラボの先生方にも非常に親切にしていただ
き、休日はコンサートに足を運んだり、アメリカの自然や文化を体験したりしました。他にもニ
ューヨークやシカゴといったアメリカの大都市を自分の肌で感じることもできました。5か月間
に渡る海外での生活は、これまでの私の価値観・考え方を大きく変えてくれました。今振り返っ
てみて、海外へ飛び出す選択をして本当に良かったと思います。 
最後に 5 か月間懇切丁寧にご指導いただいた猪原直弘先生、そしてミシガン大学へ送り出し
て下さった公衆衛生学・予防医学講座の田邉剛先生にこの場をお借りして深く感謝申し上げます。 

写真(シカゴ、ニューヨーク、ミシガン湖、ルームメイト達と)

写真(お世話になった猪原教授と、実験の様子) 
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高木 翔太  
研 修 先： University of BATH 
Dr. Gernot: Assistant Professor in Cell and Developmental Biology Departmental Seminar Coordinator 
研究課題：cSCC(皮膚扁平上皮癌)における EMT進行と YAP の関係 
【本文】 
私はこの度イギリスのバース大学に留学させて頂きました。バースはイギリスの南西に位置し、ロンドンか
ら電車で１時間半ほどの場所にある観光地です。１８世紀頃に貴族の別荘地として 
栄え、その頃の建物や施設が残されている、とても歴史深く自然も綺麗な素敵な街でした。そ 
して、バース大学は山の上に位置し街の中心地からバスで 15 分ほどの場所にありました。毎日綺麗な街並み
を見下ろすしながら通学をしていました。とても素敵な経験でした。 

では、バース大学の研究生活についてお話しします。私がいたラボのオフィスはとても多国籍でスペインや
インド、オーストリアなど様々な文化圏の人達と関わる機会がありました。最初の２ヶ月間はチームを組んで
動いていました。毎朝 10 時に集合しミーティングを沢山行ったので、英語力を養う良い機会であっただけで
はなくディスカッションの練習にもなりました。そして、９月の下旬頃には実験の手技なども覚え、一人で実
験を任され始めました。ミーティングで任された仕事に対して責任を負う立場になり、ボスに意見を言う機会
も増えてきました。 
こういった経験は初めてでした。10 月にはバース大学の４年生の生徒を二人請け負う事になり、すべき事
も増え失敗も沢山しましたが、今までの人生で一番自分の成長を感じる事ができました。

 最後に研究内容についてお話しします。私は人の扁平上皮癌の癌細胞を癌の進行段階で分けて培養し、それ
らの中で発現しているタンパク質の観察を行いました。実験の組み立ては主にボスが行い、それを週２回のミ
ーティングで調整を行いました。この時も、思い通りの結果が出なかった時にどのようにして実験の計画と修
正し、組み立てていくかの過程に参加させて頂き貴重な経験をさせて頂きました。私の面倒を見てくれた
Gernot をはじめ出会った皆さんはとても素敵な人達でした。人の暖かさややりたい事に全力をかける人達に
触れ最高の留学経験でした。
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小島 康裕 
研 修 先：University of Bath, Department of Biology & Biochemistry/イギリス 
研究課題：RNAメチル化酵素Nsun2 の変異がマウス生殖組織に与える影響の評価 
【本文】 
私は、イギリスのUniversity of Bath, Department of Biology & Biochemistry, Tony Perry 教授
の研究室で、約 5 カ月間、研究活動に従事しました。 
Tony Lab に配属してすぐ、研究室で作製されたマウスの遺伝子型判定を担当しました。判定
を間違えれば、多くの研究に影響が生じるため、開始当初は大きなプレッシャーを感じていまし
た。PCR や電気泳動といった分子生物学の基本的な実験技術でしたが、少しでも他の試料が入
りこむと失敗してしまう繊細な操作で、一人で実験を任せてもらえるまで、一カ月近くを要しま
した。期間の後半からは、バース大の学生も加わり、RNA メチル化酵素 NSUN2 に関する研究
を行いました。期間の前半までとは打って変わり、学生と相談しながら実験を進めていく必要が
ありました。重要な場面で英語が出てこなかったり、伝えたいことがうまく伝えられなかったり
と、歯がゆい思いを何度も経験しましたが、私の拙い英語にも、学生は真剣に耳を傾けてくれ、
とても助けられました。今回の研究を通して、実験技術や英語でのコミュニケーション力は大き
く向上したと思います。 
生活面では、学内の日本サークルや、学部内のコミュニティーに加わることができ、みんなで
パブに行ったり、バーベキューに参加したりと、イギリスでの学生生活を楽しむことができまし
た。また、期間の後半からは、シェアハウスで生活をしていましたが、ハウスメイトと夕食の時
間が重なることも多く、キッチンで深夜まで互いの国の話などをしながら、楽しく過ごすことが
できました。留学開始までハードルはいくつもありましたが、素晴らしい時間を過ごすことがで
き、諦めなくて本当に良かったと思います。 
最後に、渡英に際しご尽力いただいたシステムズ再生・病態医化学講座の皆様、イギリスでの
研究面、生活面をサポートしていただいた Tony Lab.の皆様をはじめ、今回の留学をサポートし
ていただいたすべての方に厚く御礼申し上げます。 
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堂垂 真志 
研 修 先：Neuroheuristic Research Group，University of Lausanne, Switzerland /スイス 
研究課題：Dual n-back task が ADHD患者に与える影響 ‒ Attentional Network Task を用いた

反応時間解析及び ERP 解析 
【本文】 
私は、自己開発コースの期間を通じて、システムバイオインフォマティクス講座からスイスの
ローザンヌ大学のNeuroheuristic Research Group に研究留学に行きました。このラボでは、脳
の構造・機能や認知プロセスを解明することを目的として、脳波(EEG)や光トポグラフィ技術
(NIRS)を用いた研究等を行っています。私が取り組んだ研究は、注意欠陥多動性障害(ADHD)
の患者に認知機能トレーニングを一か月間実施してもらい、その前後で注意機能を評価する、と
いうデータ解析の研究でした。具体的には、RやMatlab 等のプログラミング言語のコードを書
き、データの前処理からビジュアライゼーション、統計学的検定、それらの結果の考察を行いま
した。その他にも、別のプロジェクトに被験者として参加させていただく等、数多くの新しいこ
とに挑戦させていただきました。研究生活におけるハイライトは、研究成果の一部をイタリアの
サルディーニャ島で開催された国際学会にてポスター発表したことです。私にとって初めての学
術学会への参加であり、かけがえのない思い出となりました。 
私生活では、現地の公用語がフランス語でコミュニケーションが取りにくかったり、持病のア
レルギーが出たりと、最初は大変なこともありましたが、徐々に慣れてからは、世界的に有名な
ジャズを楽しんだり、ラボのメンバーのChalet(スイスの伝統的な山小屋)にて現地の生活を堪能
したり、スイスの雪山に登ってGlacier を見たりと、有意義な体験をすることができました。 
最後に、今回の留学の機会を提供してくださった浅井先生、Villa 教授をはじめとする、関わ
ってくださった全ての方々に、この場を借りて心より感謝申し上げます。 


