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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）次世代を担う医学系教員の育成 

 

（英文）Developing medical educators for the next generation 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 東京大学                     

 

      (英文) The University of Tokyo 
 

 

大学長氏名   濱田 純一 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 東京大学 

 

 

  

（英文） The University of Tokyo 
 

 

  

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部 

 

 

 

(英文) Faculty and Graduate School of Medicine 
 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

 

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部   

(英文) School of Medicine 

 

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部   

(英文) School of Medicine 

 

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部   

(英文) School of Medicine 

 

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部   

(英文) School of Medicine 

 

機関名 （和文） ワシントン大学・セントルイス校 

（英文） Washington University in St. Louis 

専攻等名（和文） 医学系研究科・医学部   

(英文) School of Medicine 

 

 

 

 

機関名 （和文） ジョンズホプキンス大学 

（英文） The Johns Hopkins University 

機関名 （和文） ミシガン大学 

（英文） University of Michigan 

機関名 （和文） ペンシルベニア大学 

（英文） University of Pennsylvania 

機関名 （和文） ワシントン大学 

（英文） University of Washington 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２４年度の事業目標達成状況 

 

 

 事業実施期間を通じた事業の目標として、今回の「若手研究者インターナショナル・トレー

ニング・プログラム」事業により、東京大学医学系研究科から派遣される若手研究者は、海外

パートナー機関において従来型の「優秀な研究者」として育成されるだけではなく、「次世代

を担う医学系教員」、「優秀な教育者」、さらには「優秀な研究室運営者」として育成されるこ

とを目標としている。具体的には、「優秀な教育者」としては、最先端の医学研究を遂行する

だけでなく、研究室内のカンファレンスなどでも積極的に発言を行い、かつ同時に、若手研究

者（ポスドク、大学院生など）の研究内容についても、助言と研究指導を行い、また並行して、

さまざまな研究助成金の公募（科研費、民間財団の研究助成金など）にも応募して、研究助成

金をより多く獲得することが役割として期待されている。「優秀な研究室運営者」としては、

主任研究者（教授・室長など）の指揮下のもとに、派遣研究者が、上記のように、小グループ

内でのリーダー（サブ・リーダー）として、研究内容について、教授・室長より大幅に自由裁

量を委託されていて、小グループ内で活発な議論を行い研究テーマもある程度の範囲内で自由

に選択でき、その研究テーマについて、ある程度の予算限度内で、自由に研究資金を使用して、

小グループ内の研究を発展・展開していくことが期待されている。 

 

平成２４年度は東京大学医学系研究科所属の５名の若手研究者が、海外パートナー機関（ジ

ョンズホプキンス大学、ミシガン大学、ワシントン大学・セントルイス校）に派遣された。そ

れぞれ、各々の専門領域（内科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、整形外科学）、において、海

外パートナー機関との共同研究テーマを推進しているだけでなく、「次世代を担う医学系教

員」、「優秀な教育者」、さらには「優秀な研究室運営者」となるための体験を得ることが可能

であった。海外パートナー機関との共同研究として具体的には、瀬尾幸子氏：造血幹細胞移植

の臨床研究及び移植後の感染管理、高橋さゆり氏：前立腺癌に関して悪性度の指標となり得る

標的分子、標的蛋白の探求、假屋太郎氏：心肥大、心不全の病態解明、治療に関する研究、蝦

原康宏氏：頭頸部癌における分子標的薬治療の検査確立を目指した遺伝子解析に関する研究、

小俣康則氏：破骨細胞関連分子の発見を目指して PLCγ2 と DGK の作用機序についての研究を

行った。それぞれの研究内容の詳細は後述する。 

 

平成２４年度に派遣された若手研究者により、達成された成果としては以下の３つの点があ

げられる。（１）最大の利点は、米国において、最先端の医学共同研究を遂行して、その成果

を報告した英文論文数の増加と、国際学会の発表回数の増加が得られた点である。また、派遣

終了後の学内研究室での研究発表会においても、研究成果のプレゼンテーションが飛躍的に上

達したとのコメントが、それぞれの研究室の主任教授より、伝えられた。今回の若手研究者に

ついて、派遣前の時点と比較すると、どの若手研究者も研究者として、大きく成長したことが、

検証された。（２）米国の学部学生教育において、学生主体の「参加型」チュートリアル教育

の見学・体験を行い、派遣終了後、チュートリアル教育を担当するのは、東京大学の身分が助

教以上の教官となるため、これまで 5 年の派遣終了者の中で助教の該当者は 11 名で、帰

国時期とチュートリアル教育の時期との関連で、派遣終了後、実際にチュートリアル

教育を担当終了したのは 9 名であった。12 回のチュートリアル教育の終了後に、医

学部学生によるアンケート評価においても、その 9 名全員について高い評価が付け

られていた。他の 2 名については平成 25 年度にチュートリアル教育を担当し、医学部

学生によるアンケート評価を受ける予定である。（３）米国のポスドク、大学院学生が

主体となって活動している研究室の運営の見学・体験を得た若手研究者は、派遣終了後、それ

ぞれの研究室において、研究室の運営の改善に努力しているとのコメントが、それぞれの研究

室の主任教授より、伝えられた。 
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また、担当教員は、それぞれの海外パートナー機関に短期間の出張を行い、派遣されている

３名の若手研究者と現地にて面談し、他の２名の若手研究者とは、頻繁に電子メールのやりと

りを行い、各々の若手研究者の活動状況を把握し、共同研究テーマについても指導を行った。

さらに、担当教員は、海外パートナー機関の教育担当教員あるいは研究室運営教員とも面談し、

アメリカ合衆国の研究室の運営、大学院学生教育、医学部学生教育（卒前教育）及び研修

医養成システム（卒後教育）の現状について、知見を得た。 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 

医学系研究科所属の多数の若手研究者から応募・派遣に関する問い合わせがあったため、若

手研究者の募集は、平成２３年７月下旬に医学系研究科・教授総会にて周知し、同時に医学系

研究科内の一斉メールにて該当者全員に通知して、それぞれの専門領域から推薦された派遣希

望の候補者に対して、平成２３年９月中旬に約１５分間の面接を行い、（１）これまでの研究

実績、（２）ITP 派遣中の研究計画、（３）これまでの医学教育実績、（４）英会話能力、につい

て採点し、合計点数が上位の５名を派遣予定者（この中で２名は平成２３年度からの継続派遣）

とした。 

 

この５名の派遣予定者は、海外パートナー機関（ジョンズホプキンス大学、ワシントン大学・

セントルイス校、ミシガン大学）と共同研究テーマの打ち合わせを行い、平成２４年度事業と

して、東京大学医学系研究科所属の５名の若手研究者が、海外パートナー機関に派遣された。

それぞれ、各々の専門領域（内科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、整形外科学）において、海

外パートナー機関との共同研究テーマを推進した。 

 

具体的な研究内容を以下に記載する。 

瀬尾幸子氏：以下 3 つのプロジェクトに携わった。(1) 造血幹細胞移植後 RS ウィルス感染症

に対する抗 RSV 抗体の治療効果に関してデータを収集、その解析を行った。(2) ホジキンリン

パ腫に対する自家移植後症例の移植後感染症のデータをまとめ、解析を行った。(3) 移植後サ

イトメガロウィルス肺炎に関するデータの収集、その解析を行った。 

高橋さゆり氏：以下２つのプロジェクトに携わった。(1) 前立腺癌の早期発見に有効なスクリ

ーニング法を発見するために、前立腺癌および精巣に特異的に発現することが報告されている

200 におよぶＣＴＡ遺伝子群のスクリーニングを開始した。(2) 前立腺癌の増悪因子として同

定したＷnt5a 遺伝子について、そのメカニズムをさらに解明するため、前立腺間質細胞および

前立腺癌細胞株を用いて in vitro の実験を進め、Ｗnt5a が前立腺間質より分泌され前立腺癌

の増殖、浸潤に作用することを証明した。 

假屋太郎氏：以下２つのプロジェクトに携わった。(1) 心肥大シグナルの細胞内伝達様式とそ

の調整および機能に関する研究を行った。(2) cGMP 依存性プロテインキナーゼ(PKG)の細胞内

局在と機能に関する研究を行った。 

蝦原康宏氏：治療効果予測因子となるバイオマーカーとして、頭頸部扁平上皮癌における TP53

と EGFR 遺伝子の異常解析を行い、TP53 エクソン 5-9、EGFR エクソン 18-21 の変異を詳細に検

討した。 

小俣康徳氏：RANKL ノックアウトマウスにおける RANKL/RANK 系が関節炎における骨破

壊に関する研究を行った。 

 

平成２４年度に派遣された５名の若手研究者は、上述の共同研究の遂行だけでなく、「次世

代を担う医学系教員」、「優秀な教育者」、さらには「優秀な研究室運営者」となることが期待

されているため、派遣先の教員と行動を供にして、貴重な体験を得ている途上過程である。

具体的には、(1) 研究室の運営においては、米国研究室の教員及びポスドクとともに、研究テ

ーマの進め方について、議論に加わり、大学院学生と医学部学生への研究テーマの作成にも関

与した。(2) 大学院学生と医学部学生教育においては、米国研究室の教員及びポスドクとと

もに、学生への研究指導にも関与した。 

 

担当教員は、それぞれの海外パートナー機関に短期間の出張を行い、派遣されている３名の

若手研究者と面談し、各々の若手研究者の活動状況を把握し、共同研究テーマについても指導

を行った。さらに、担当教員は、海外パートナー機関の教育担当教員あるいは研究室運営教員

とも面談し、アメリカ合衆国の研究室の運営、大学院学生教育、医学部学生教育の現状につ
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いて、知見を得た。具体的には、(1) 研究室の運営においては、ポスドクと大学院学生とは、

本人独自の研究テーマを持ち、主体性を持ちながら、それぞれの研究を遂行していた。 

(2) 大学院学生教育においては、ほとんどの大学院学生は、学部学生教育を手伝うこと

により、大学からの奨学金を獲得していて、学部学生を指導しながら、ともに研究を遂行

していた。 (3) 医学部学生教育においては、米国においては、従来の 100 人を対象と

した「講義主体型」の教育の比重は減少していて、「少人数参加型」チュートリアル

教育が導入されていた。その内容は 8-10 人の小グループとなった学部学生は、予めテ

ーマを各自で分担して予習して、資料を作成して、それを、小グループ内で発表し

て、相互に質問を行い、議論を深める「参加型」チュートリアル教育が部分的に導

入されていた。 
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４．平成２４年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

海外に派遣される若手研究者の募集は、医学系研究科・教授総会にて周知し、同時に医学系

研究科内の一斉メールにて該当者全員に通知して、医学系研究科に所属するすべての若手研究

者を対象とした。 

担当教員は、派遣希望の候補者に対して、約１５分間の面接を行い、（１）これまでの研究

実績、（２）ITP 派遣中の研究計画、（３）これまでの医学教育実績、（４）英会話能力、に

ついて採点し、合計点数が上位の５名を派遣予定者とした。 

派遣が決定した研究者に対して、担当教員は、さまざまな助言を行い、派遣後、すみやかに

研究を開始できるよう環境を整備した。 

また、医学系研究科として、派遣前に、医学英語専任教員（アメリカ人）による医学英語の

語学教育を行い、事務補佐としては、米国ビザ申請書類、出張書類等の作成支援を行った。 

また、若手研究者が先方に滞在中も担当教員は、さまざまな助言を行い、円滑に研究が遂行で

きるよう助力した。 

若手研究者が着任後、すみやかに共同研究を開始できるように、共同研究に必要な書籍・研

究用消耗品を事前に先方と打ち合わせを行い、派遣前に東京大学生協などで購入して、若手研

究者に持参させた。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

今回、海外パートナー機関として登録している米国・ジョンズホプキンス大学、米国・ミシ

ガン大学については、東京大学医学系研究科・医学部と部局間交流協定を締結していたため、

協力体制は既に構築されていた。 

今回、海外パートナー機関に派遣された５名も、全員が希望どおりの研究室において、共同研

究を開始することが可能であった。また、５名全員の現地での宿泊施設も訪米前に手配されて

いて、８名全員とも、到着後すぐに、活動を開始することが可能であった。研究施設への入構

パスカードも到着時にすべて準備されていた。研究内容については、派遣前に、先方の指導者

と詳細に打ち合わせをすませていたため、到着後すぐに、研究を開始することが可能であった。

今年度派遣８名の中で４名は、大学院学生であったが、部局間交流協定が締結されていたため、

授業料等は不徴収であった。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

英文論文および英文著書 

1. Kagoya Y, Seo S, Nannya Y, Kurokawa M. Hyperlipidemia after allogeneic stem cell 
transplantation: prevalence, risk factors, and impact on prognosis. Clin Transplant. 

2012;26(2):E168-175. 

2. Seo S, Englund JA, Nguyen JT, Renaud C, Went GT, de Jong MD, Boeckh M. Combination 
therapy with amantadine, oseltamivir, and ribavirin for influenza A infection: safety 

and pharmacokinetics. Antiviral Therapy. In press. 

3. Seo S, Boeckh M. Current topics in clinical cytomegalovirus reserch: Hematopoietic 

stem cell transplantation. Cytomegaloviruses: From Molecular Pathogenesis to 

Therapy. The 2nd edition. Caister Academic Press. In press. 
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4. Spermatic Cord Lymphoma: A Case Report and Literature Review 
Satoru Taguchi, Sayuri Takahashi, Katsuyuki Iida, 

TakashiMizutani, Kazumi Yamaguchi, Takashi Tominaga 

Case Reports in Medicine 

Volume 2012, Article ID 513707, 4 pages 

 

国際学会発表 

1. Seo S, Chien JW, Campbell AP, Xie H, Reyes D, Boeckh M. Long-term follow-up of 
hematopoietic cell transplant recipients after RSV pneumonia. 2012 BMT tandem 

meeting. San Diego, U.S.A. Feb 1-5, 2012 

2. Seo S, Kimball LE, Xie H, Weiss AA, Dehlgren C, Davis C, Boeckh M, Pergam SA. Infection 
following autologous stem cell transplantation for Hodgkin’s lymphoma. 2012 BMT 

tandem meeting. San Diego, U.S.A. Feb 1-5, 2012 

3. Waghmare A, Xie H, Seo S, Kuypers J, Leisenring W, Englund JA, Boeckh A, Campbell 
AP. Respiratory syncytial virus (RSV) in hematopoietic cell transplant (HCT) 

recipients: Factors associated with outcomes in hematopoietic cell transplant 

recipients with RSV lower respiratory tract disease. RSV Symposium 2012. New Mexico, 

U.S.A. Sep 27-30, 2012 

4. Waghmare A, Xie H, Seo S, Kuypers J, Leisenring W, Englund JA, Boeckh A, Campbell 
AP. Respiratory syncytial virus (RSV) in hematopoietic cell transplant (HCT) 

recipients: Effect of RNA detection in blood and antiviral treatment on mortality. 

ID Week 2012 Meeting. San Diego, U.S.A. Oct 17-21, 2012 

5. Seo S, Xie H, Campbell AP, Englund JA, Boeckh M. Characterization and outcome of 
parainfluenza virus lower respiratory tract disease after hematopoietic cell 

transplantation. The 53th Annual Meeting of American Society of Hematology. Atlanta, 

U.S.A. Dec 7-11, 2012 

6. Seo S, Martin E, Xie H, Kuypers J, Campbell AP, Jerome K, Englund JA, Boeckh M. 

Outocome of human rhinovirus lower respiratory tract infection and comparison to other 

respiratory viruses in hematopoietic cell transplant recipients. 2013 BMT tandem 

meeting. Salt Lake City, U.S.A. Feb 13-17, 2012 

7. 27th Annual EAU Congress        24-28 February 2012, Paris 

    “Androgen receptor knock-out mice suppress excretion of oxalate in urine and 

oxalate synthesize” 

S.Takahashi, S.Aruga,T.Matsumoto,Y.Homma,S.Shigeaki (Tokyo,Japan) 

8. 2012 AUA Annual Congress        18-23 May 2012, Atlanta USA 
“Androgen receptor knock-out mice suppress excretion of oxalate in urine and oxalate 

synthesize” 

S.Takahashi, S.Aruga,T.Matsumoto,Y.Homma,S.Shigeaki (Tokyo,Japan) 

9. 2012.4.12-14  

14th Japan-Korea Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 

Genetic analysis of the TP53 and EGFR genes in head and neck squamous cell carcinomas 

in Japanese patients.  Yasuhiro Ebihara, et al. 

10. 2012.7.21-25  

8th International conference of Head and Neck Cancer at Toronto 

Nonsense mutation in TP53 is highly observed in head and neck squamous cell carcinomas 

cases in Japanese patients. Yasuhiro Ebihara, et al. 

11.  Comprehensive epigenetic analysis reveals Nedd9 is a key downstream molecule of 

TGF-β involved in RANKL-induced osteoclastogenesis.  
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Omata Y, Yasui T, Matsumoto T, Masuda H, Hirose J, Tokuyama N, Kadono Y, Nakamura K, 

Tanaka S,  

4th international conference on osteoimmunology: Interactions of the immune and 

skeletal systems,     

  Corfu Chandris Conference Cente, 17-22th June, 2012 (Corfu, Greece)  

 

  

４－４．今後の課題・問題点 

特になし 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

 

ワシントン大学 

(米国シアトル市) 

平成 24 年 4 月 1 日

～平成 24 年 7 月 26

日（117 日）（平成

23 年 7 月 27 日より

継続）全期間 366 日 

東京大学・医学部附属病院・ 

研修登録医 (ポスドク) 

 

 

ジョンズホプキンス

大学(米国ボルティモ

ア市) 

平成 24 年 4 月 1 日

～平成 24 年 8 月 27

日（149 日）（平成

23 年 8 月 26 日より

継続）全期間 368 日 

 

東京大学・医学部附属病院・ 

臨床登録医 (ポスドク) 

 

ジョンズホプキンス

大学(米国ボルティモ

ア市) 

平成 24 年 4 月 5 日

～平成 24 年 9 月 30

日（179 日） 

 

 

東京大学・医学系研究科・大学院学生

（博士課程 2 年） 

 

ミシガン大学 

 (米国アンナーバー

市) 

平成 24 年 6 月 4 日

～平成 24 年 8 月 27

日（85 日） 

 

東京大学・医学部附属病院・助教 

 

 

ワシントン大学・セン

トルイス校 

(米国・セントルイス

市) 

平成 24 年 4 月 2 日

～平成 24 年 6 月 9

日（69 日） 

 

東京大学・医学系研究科・大学院学生

（博士課程 3 年） 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

ジョンズホプキンス

大学(米国ボルティモ

ア市) 

 

平成 24 年 4 月 4 日

～平成 24 年 4 月 12

日 （9日） 

東京大学大学院医学系研究科 

講師 

ミシガン大学 

(米国アンナーバー

市) 、 

ジョンズ・ホプキンス

大学(米国ボルティモ

ア市)  

 

平成 24 年 8 月 1 日

～平成 24 年 8 月 8

日（7日） 

（平成 24 年 8 月 4

日は別用務で別大

学に滞在） 

 

東京大学大学院医学系研究科 

講師 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
「次世代を担う医学系教員のあり方について」 

開 催 期 間 平成 24 年 9 月 22 日 ～ 平成 24 年 9 月 22 日（ 1 日間） 

開 催 地 東京大学医学部図書館 3F 333 号室（大講堂） 

日
本
側
責
任
者

氏 名 山岨達也 

所属機関・職名 
東京大学大学院医学系研究科 

教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

 

概要及び成果 

海外パートナー機関から、ミシガン大学 Michael D. Fetters 教授、ジョンズホプキンス大

学 Akira Sawa 教授を招待して、共同企画（シンポジウム）を開催して、「次世代を担う医学

系教員のあり方」についての提案及び、「現行の東京大学医学系研究科におけるポスドク・

大学院学生の育成の問題点と改善のための提案」、さらに「現行の東京大学医学部・学生教

育の問題点と改善のための提案」とを提示していただき、東京大学医学系研究科・教員とと

もに議論した。 

東京大学医学系研究科から派遣されて帰国した若手研究者が、海外パートナー機関（ジョン

ズホプキンス大学、ミシガン大学、ペンシルべニア大学、ワシントン大学）における研究面

と教育面での体験を報告し、同時に当日の参加者による討論を行った。 
 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資

料があれば添付すること 


