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はじめに

２０１５年８月２８日から９月２７日にかけて，丸茂知子
大学院生（口腔顎顔面外科学講座）と Akram Al-
Wahabi 大学院生（臨床検査病理学講座）は大学院
Elective Study の一環として US-Japan forum の主
催するグローバルプロ養成プログラムに参加し，ア
メリカ合衆国カリフォルニア州で海外研修の機会を
得た。このプログラムは主に① Stanford 大学，医
学部研究室での研修，②自己研修期間，③シリコン
バレーの大学・企業訪問，④日米未来フォーラムへ
の参加と，４つのセクションに分かれている。本稿
では丸茂が Stanford 大学と研修先である Contag
研究室について，Akram が研修先である西野研究
室での研修およびカリフォルニア大学サンフランシ
スコ校について，それぞれ報告する。

Stanford University
丸茂知子大学院生（口腔顎顔面外科学講座）

Stanford 大学は正式名称を Leland Stanford Jun-
ior University といい，１８９１年，当時のカリフォル
ニア州知事である Leland Stanford により，彼の急
逝した息子を悼み設立された，世界屈指の名門私立
大学である。医科，法科，人文科など７つのスクー
ルを抱え，研究機関としても非常に優れた評価を得
ており，現在までに関連機関出身者を含め５０のノー

ベル賞受賞者を輩出している。「Die Luft der Frei-
heit weht」ドイツ語で「自由の風が吹く」という
校訓のもと，サンフランシスコから約６０km 南東に
位置し，名実ともにシリコンバレーの中心とされて
いる。８１８０acre という東京都の杉並区とほぼ同じ
広さの，緑豊かで広大な敷地には，歴史を感じさせ
るスパニッシュ・コロニアル様式の重厚な建造物か
ら，卒業生からの莫大な寄付金によって建築された
瀟洒でモダンな建物まで，数多くの建造物が校舎や
研究室として立ち並んでおり，構内には無数の無料
バス路線が敷かれ，人々は徒歩以外に自転車や車を
利用して移動する。その他，敷地内には学生・職員
のための食堂やスポーツジムなどの施設のみなら
ず，ショッピングセンターやゴルフ場まで揃い，そ
れはまるで１つの町であるかのような様相を呈して
いた１）。

スタンフォード大学医学部
光医学分子イメージング研究室

私の配属先は事前に希望したとおりスタンフォー
ド大学医学部，光医学分子イメージング研究室とさ
れた。研究室のディレクターである Christopher H.
Contag 氏は分子イメージング学会の前会長で，蛍
光バイオイメージング分野のパイオニアでもある。
彼を中心に，医師や獣医師のみならず，腫瘍生物学
や電子工学の専門家など，多岐にわたる分野の研究

キーワード：エレクティブスタディ，スタンフォード大学，
インターンシップ

１）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座
２）東京歯科大学臨床検査病理学講座
（２０１６年１月２９日受付）
（２０１６年５月２７日受理）
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員が蛍光イメージングという非侵襲的な画像診断
ツールを用いて，消化器癌の早期発見，腫瘍微小環
境と転移，小児癌と胎児性感染症，マイクロ光学素
子を用いた微小内視鏡などをテーマに，基礎的研究
から臨床応用を目的に，様々な研究を行われてい
た。そこで私は，蛍光発現乳がんモデルマウスを用
いた，腫瘍の成長転移の経時的解析や，蛍光発現し
たエキソソーム産生細菌リステリア・モノサイトゲ
ネシス（食中毒の原因細菌）における薬剤耐性の比較
評価など，実際に稼働中の幾つかの実験に参加させ
て頂いた２）。また，幸運にも研究室の定例カンファ
レンスに参加する機会があった。そこで自己紹介を
兼ねて私の研究内容についてイントロダクションを
行ったところ，研究の参考となる文献等のアドバイ
スを頂くことができた。カンファレンスには教授か
ら学生，他の研究室の職員などが参加しており，所
属の枠を超えて互いに忌憚のない意見を述べ，多角
的なディスカッションを行うことで，より質の高い
結果を生み出すことを可能にしていた（図１）。

The internship program at the sleep and
circadian rhythm laboratory

Akram Al-Wahabi 大学院生
（臨床検査病理学講座）

Four individuals enrolled in the internship pro-
gram run at The Sleep and Circadian Rhythm
Laboratory. The interns were from Tokyo Dental
College, Tsukuba University, Akita University, and
Kagoshima University. The internships of the first
three participants, who were all taking part in
the“Global Professional Program”, lasted for two
weeks. On the first day, they had a meeting with
Professor Nishino, the head of the laboratory, who
gave a short talk about the research that is being
conducted at his laboratory and the history of
sleep research. Professor Nishino’s talk gave the
interns an idea about the tasks that lay ahead of
them and the types of experiments that they
might be able to perform in the coming period.
Akram and the other two interns were asked to
perform tasks that included monitoring mouse mod-
els to check for any unusual behavior, assessing
the expression levels of genes related to narcolepsy
-a sleep-wake disorder that is being researched at
the laboratory-, disturbing the sleep of Parkin-
son’s model mice in order to obtain readings of
their brainwave activity, and monitoring their own
sleep-wake cycles, all of which are techniques that
are regularly used by the laboratory staff３，４）. An-
other task that was of particular interest to the in-

図１ Christopher H. Contag氏と Contag研究室の教授室
にて

図２ Picture shows：Professor Nishino in the middle with the participants holding their intern-
ship completion certificates．
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terns was the monitoring of their reaction times,
which has a direct effect on people’s ability to per-
form daily activities. This test was performed using
personal digital assistants running a special pro-
gram that produced a predetermined sign at ran-
dom intervals. The interns were required to press
a button when the sign appeared. The test results
showed how a lack of sleep increased the interns’
reaction times, a clear indication of the importance
of healthy sleeping habits. At the end of the pro-
gram, Professor Nishino gave each of the interns a
certificate to state that they had successfully com-
pleted the internship.

Visit to External Sites

During the last week of the program, a visit to
the University of California San Francisco（UCSF）
was scheduled. There was a striking difference be-
tween UCSF and Stanford University. While Stan-
ford covers a large area and has its own zip code

（９４３０５）, UCSF showed what can be expected from
a university built in the heart of a metropolitan
city like San Francisco ; i.e., it had multiple cam-
puses（２５）distributed over a number of areas. Vis-
its to the Parnassus and Mission Bay campuses
were arranged, and differences were also apparent
between these two campuses. For example, Par-
nassus is older and occupies a tighter space while
Mission Bay is located in a more open space and
has modern buildings. During the visit to the Par-
nassus campus, the interns got to visit some of the
laboratories and were introduced to the research-
ers. The researchers explained about the research
that they were performing and the steps they had
taken to get to their current positions, which was
very interesting and eye-opening. The Gladstone
Laboratory was the main focus of the visit to the
Mission Bay area since Professor Shinya Yamanka
-who won a Nobel prize for his research regard-
ing the conversion of differentiated cells back into
stem cells５）- usually works there. While the visit to
the Mission Bay area was very informative, there

was no opportunity to meet Professor Yamanaka
as he was unavailable.

今回の研修を通じて

この研修を通し，日米の意識や，課題に対する構
造的な違いを痛感した。アメリカでは研究室や，大
学，企業などが産学連携や共同研究を行うことが業
績として評価され，日本に比べ，一般社会に対して
非常に積極的なプロモーションが行われていた。ま
た分野や領域を超え，多様な文化や意見を享受する
ことが非常に日常的な光景であった。多角的なディ
スカッションによって質の高い結果を生み出す彼ら
の姿に深い感銘を受け，我々もそうありたいと感じ
た。自身が学ぶ分野における世界最先端の研究が生
まれていく過程を目の当たりにすることは，今後大
学で研究を行うにあたり，とても有意義な体験で
あった。

最後に，この様な貴重な機会を与えてくださった
井出吉信学長，田﨑雅和大学院研究科長，東 俊文
大学院教務部長，齋藤 淳大学院学生部長ならびに
関係各位に深く御礼申し上げます。また，現地にて
大変お世話になりました US-Japan FORUM 代表の
井手祐二先生，そして今回の研修への参加を勧めて
くださった井上 孝教授，柴原孝彦教授，笠原正貴
教授ならびに長期不在でご迷惑をおかけました臨床
検査病理学講座，口腔顎顔面外科学講座，薬理学講
座の皆様に心より感謝致します。
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