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海外研究レポート

平成２８年度 大学院 Elective Study 報告

池田雄介１） 楊隆強２）

はじめに

２０１６年８月２６日から９月２６日にかけて，池田雄介
大学院生と楊隆強大学院生が大学院 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
カリフォルニア州にて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，②シリコンバレーの大学・企業訪問，③日米
未来フォーラム，④自己研修期間のセクションに別
れており，本稿では池田が，Stanford 大学，Stan-
ford 大学医学部 Sleep and Circadian Neurobiology
Laboratory について，楊隆強が Stanford 大学医学
部 Contag Laboratory についてそれぞれ報告する。 

Stanford University
池田雄介大学院生

（オーラルメディシン・口腔外科学講座）
Stanford 大学は，アメリカ合衆国カリフォルニ

ア州スタンフォードに本部をおく名門私立大学とし
て知られている。創始者は大陸横断鉄道の一つでも
あるセントラルパシフィック鉄道を設立し，カリ
フォルニア州知事でもあった Leland Stanford であ
る。腸チフスで亡くなった子息 Leland Stanford Jr.

の名を残すとともに，カリフォルニア州の大学生
は，全て自分たちの息子のようだとの思いから，大
学を創設し，正式名称は  Leland  Stanford  Jr. 大学
となっている。今年は，創立１２５周年のメモリアル
イヤーでもある。敷地は広大で，ショッピングセン
ター，スタジアム，校舎，研究室といくつもの区画
に分けられている。スクールカラーは Cardinal &
White で，マスコットも  Cardinal，Stanford  Tree
となっている。大学敷地面積は３３１０ha で東京ドー
ム約７００個分と，大変広大な敷地を有している。移
動は主に Cal Train の Palo Alto 駅と敷地内を無料
で運行する Free Marguerite Shuttle を利用する。
また多くの学生及び教職員は，自動車や自転車で移
動を行なっており，Free Shuttle には自転車ごと乗
車可能である。
キャンパスは，メモリアルチャーチ正面から向

かって右半分が主に理科系学部，左半分は文科系
学部で別れており，学生達はそれぞれ右半分を
「Tecky」，左半分を「Fuzzy」と呼んでいる。メモ
リアルチャーチは Stanford 氏が亡くなった際に，
妻によって建設されたとのことである。また，
チャーチ前の回廊には卒業年度が刻まれたタイルが
毎年埋め込まれており，１８９２年から２０１５年までのタ
イルを拝見することができた。また，チャーチ前の
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広場では卒業式の準備が行われていたが，この卒業
式は Apple 社元 CEOの Steve Jobs 氏が伝説的な演
説をしたことでも有名である。
キャンパス内にはいくつもの講義棟が存在する

が，日本との大きな違いは，卒業生の寄付によって
建設された講義棟が数多く存在するということが挙
げられる。例えば IT メーカーの Hewlett Packard
社の David Packard 氏，Willium R. Hewlett 氏に
よって設立された講義棟は工学部にあり，それは彼
らが Stanford 大学工学部を卒業後に，彼らの寄付
によって建てられたものである。また大学生よりも
大学院生（Ph.D.）の数が多いのも特徴である１）。 

Sleep and Circadian Neurobiology Laboratory

西野精治教授の在籍する Sleep  and  Circadian
Neurobiology  Laboratory は，Stanford 大学医学部
の研究室 Research Park 内にあり，本キャンパスと
は少し離れている。この研究室では，西野教授を筆
頭に医師，獣医師，歯科医師の研究者が睡眠だけで
はなく脳神経科学を中心に研究が行われている
（Fig．１）。私が訪問した２週間に２つの研究に参加
することができた（Fig．２）。１つはナルコレプシー
に関する研究であった。ナルコレプシーとは睡眠障
害の一種で，症状として日中の過度の眠気，情動脱
力発作（カタプレキシー），入眠時幻覚，睡眠麻痺，
睡眠障害，自動症が特徴の病態である。その中でも
他覚的に検知しやすいカタプレキシーについて実験
に参加した。情動脱力発作とは，感情が高ぶった際
に，抗重力筋が脱力してしまうという発作である。
実験は，すでに作製済みの動物モデルであるナルコ

レプシーマウスに対してゼリーを与え，どのように
カタプレキシーを誘発するか，検証するものであっ
た。今回の実験は，対象マウスを直前にコントロー
ルマウスと別の飼育器に入れてしまったため，また
既知の餌ではなく新しい餌を与えたこともあり，環
境に順応せず，実験を完遂することができなかっ
た。実験期間中に，数回ゼリーを摂食することは
あったが，それによるカタプレキシーは確認できな
かった。２つ目の研究は，作製済みパーキンソンマ
ウスの脳からドーパミンの分泌量を計測し，クロマ
トグラフィーによりその分泌量を測定するというも
のであった。合計４４８検体を測定した結果，パーキ
ンソン病では優位にドーパミン分泌量が減少するこ
とを確認することができた。
世界最先端の場所でイノベーションを肌で感じる

ことができて，とても新鮮であった。この研究室で
の人との出会いは，私の人生に大きな影響を与えて
くれた１－３）。 

Internship at the Molecular Biophotonics 
and Imaging Laboratory（ MBIL）， 

Stanford University School of Medicine
楊隆強大学院生（小児歯科学講座） 

Two graduate students were  enrolled in the  

internship program of the Contag Laboratory of 
Molecular Biophotonics and Imaging Laboratory
（MBIL）at the James H. Clark Center, Stanford 

University School of Medicine（Fig．３） . Professor 
Christopher H. Contag, who is the co-director of 
the MBIL, is a leading researcher in the field of

Fig．１ Professor Nishino（left）of the Sleep and Circa-
dian Neurobiology Laboratory at Research Park, 
Stanford University School of Medicine, Ikeda
（right） of Tokyo Dental College.

Fig．２ Dr. Sakai（right） of the Sleep and Circadian Neu-
robiology Laboratory at Research Park, Stanford 
University School of Medicine, Ikeda（left）of Tokyo 
Dental College.
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Fig．３ Group photo with Professor Christopher H. Con-
tag（middle） at the Contag Laboratory, James H. 
Clark Center, Stanford University School of Medi-
cine, Yang（right） of Tokyo Dental College and 
Shimojo（left）of Tokyo Institute of Technology.

bioluminescent imaging. The Contag laboratory 

mainly focuses on revealing disease mechanisms
（e.g., of cancer,	 infections, and genetic diseases） 

and the complex genetic systems involved in 

mammalian development and stem cell biology. A 

bioluminescent imaging technique developed at 
the laboratory is used to monitor these processes 
noninvasively in real time in living animals. This 
technique allows the researchers to reveal the 
nuances and overall state of cellular and molecular 
processes in animal models, and rapidly assess the 
effects of antineoplastic therapies, antibiotics, or 
antiviral drugs, which can help to reveal their 
modes of action. 
During our stay at the Contag Laboratory, we 

met some key researchers, who came from differ-
ent educational backgrounds. The importance of 
multidisciplinary research is emphasized at the 
Contag Laboratory. A series of seminars with the 
key researchers were held at the laboratory. First 
of all, we had a seminar on research aimed at 
revealing the roles of extracellular vesicles（EV）in 

carcinogenesis and cancer metastasis using a bio-
luminescent imaging technique４，５）. EV  contain  RNA,  
proteins, lipids, and metabolites, which reflect the 
origin/activity of the host cell. Thus, the contents 

of EV can give us a lot of valuable information 

about cell behavior. More interestingly, EV are 
being recognized as potential therapeutics, as they 

have the ability to elicit potent cellular responses 
in vitro and in vivo. EV have also been reported to 
influence the regenerative outcomes of injuries 
and diseases. These effects have been shown to be 
related to the bioactivity of stem cell populations. 
Then, another senior researcher gave us a lecture 
about his previous research on Listeria monocyto

genes using a bioluminescent imaging technique６ ８）. －

We also worked with him to perform an experi-
ment to establish a murine lung model for the 
study of Pseudomonas aeruginosa infection. By using 

bioluminescent imaging, we were able to trace the 
distribution of Pseudomonas aeruginosa in the living 

body in a time-dependent manner without sacrific-
ing the mice. This helped us to gain a lot of valu-
able information about Pseudomonas aeruginosa 
infections in animal models and find effective ways 
of curing such infections. Finally, we received 

some lectures on cancer biology and immunology. 
These lectures trained us how to think critically 

and view the bigger picture when analyzing new 

information. These skills will aid our future scien-
tific research. 
Moreover, we also got the opportunity to talk 

to the Executive Director of the Stanford Byers 
Center for Biodesign, Dr. Gordon Saul９）. As officially 
stated, the Stanford Byers Center of Biodesign 

provides a platform for medical experts and engi-
neers in different fields to work together to develop 

innovative health technologies. Here, the impor-
tance of multidisciplinary experiences is greatly 

emphasized. Through this talk, we got to know 

how the Stanford Byers Center for Biodesign pro-
motes innovation in the healthcare industry, helps 
researchers create startups in Silicon Valley, and 

develops potentially lucrative business opportuni-
ties.
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おわりに

この研修を通じて，改めて日本から見た海外では
なく，世界からみた日本に自分がいる事，欧米社会
における教育，研究者としてのあり方，また一科学
者としての信念を持つ事の大切さを痛感させられ
た。イノベーティブなインスピレーションを生むた
めの努力の仕方等，自分の目でみることができてと
ても刺激になった。今後の自分の人生設計に大きな
変化を与える研修に参加できたことを誇りに思う。
今回貴重な経験をさせていただいた，井出吉信

学長，田﨑雅和元大学院研究科長，東 俊文大学院
教務部長，齋藤 淳大学院学生部長，US-JAPAN
Forum井手祐二代表，並びに貴重な経験の機会を
与えてくださった野村武史教授，新谷誠康教授，笠
原正貴教授に深く感謝を申し上げます。
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